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,さ 編
輯 後 記

h ★1928年も將に暮れんさしてゐます。この時我等に壬ってこの上もないよ不二ばいゝ 

舊 報道をする事のよろこびを感じます。それ（t J0AKよりの第二回ラヂナエス晤講座 

黒 の放送です。昨年の放送は年末にも拘らず多大の成功也收めテキストを一萬五千部も 

Q 賣りつくし化程です。本年t英語器座誓の都合でやはり最I時期の惡い年末をわてG 
p れた事も遺憾に思ひヨすが放送局の都合故やむをえません。本年t昨年以上の成功む 

豐 收めたい过思ひます。本年不成績では來年もつじ*てやってもらふ事が不可能さむり 

g:ます。昨年は學會でI夜店をだしたりいろんな事もして努力しました。本年しむんさ 

hかして宣傳したいさ思ひます。皆々樣の御努力榔勸誘により本年も多數の聽講者も得 

gたいさ存じます。汉此際の宜傳方法ミして何かよい新考へがおったら御洩し下さい。 

筈★かれて準備中の睪語暗記カードは此程脫稿年內に出來る樣目下柚字中です。詳しく 

等 は倉告2罠を御翌下さい。久しく出すべく Iて出むかったカードの出現はエス語學習 
召 上多人の効果なもたらすものざ思ひます。對譯叢曹第二編ハイネ詩集も出來しまL 

g /：oマテ・よリはずっざわかろい感じの装帧にかへましf:〇御愛證ドさい。

書 ★昨年連裁中だった小坂氏の外遊エスH記も完結なつげました。つみ菜集・他山の眉 

4 もおはり來年恭は又變った方面の御秋筆な願ふ筈です。初等中等の兩講座も摊雷者も 

〇愛リ考を新にI想なれるそうです。 . 'Q；；

p ★Heroldo, Esperanto （U. E. AJ. S. T. A. I. S. A. E.の會費はすべて富方より送金し 
鬟まし？;〇 ffij安心下さい。 ^ 为列

G ★本誌新年皴厲年內にだし讥いさ思って努力してゐます。 一 “ 一

お 編 輯 部

★エス語宣傳用年賀狀賣规

★ハイ ネ 詩集（前月號廣告參鼎）出 來
三五版本文:4頁 表紙色刷美麗 價40銭 送料2匕

當 第八回會話練習會

（I日時一12月15日（第三土曜）午後正7時 
慕揚所——丸ノ內憊道クラゾ（永樂町電停） 

〇話者——淸見陸郞氏
曾會!》——金五线

器 當Bはザ博士誕主日にして Festo de 
P Libroの日故學會新着洋會を持卑の国定。 

H 大いに榔買上下さい。尙日本エス運勤の 

hibtoriajojなI.展覽のつもり。

常設講習會
（初等科會場變更）

★初等科（十一牙新學期・ニケ月終了） 

日時——每週月・木兩□、午後7-8.5昨 

場所ーー市外東中野町1653武藤於菟方 

會费----- ヶ月一ttli （前納の事）

★中等科（随時入會可丿

日時——每週金礙日、午後7-8時 

豈所一ー學會內、講師ーー小坂氏 

會費------ヶ月50 £5 （前納の事）

用書 Andersen の Fabeloj II.

（本書は學會に有）

（一例會兼研究會
な日時場所ーー每水瓯午後七時から學會で 

纟 Rーー無料。用書ーーMarta. C學會に有） 

ゝ 了 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - ! 一 ▼ ■ "-
ミ東京市牛込區財團口木Tスペヨント厚會军一郭Eu車 

q新小川町3の14法人口牛丄人へフノ「字圖 ぬ足11325番
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2第^罷 中學へ

七ハ年前からの瞪案で.しかも政府では具 

怫的提案もこさへた位の程度にまで進んでゐ 

た、義務敎育年限延長の方は、そのまゝにし 

てをいて、中學改善案な文政審議會へかける 

ごV、ふビこみにー-の間違がある。そしてそ 

の文政帝議會に"、四五年前から・中學高等 

學校連絡に關する四五年問駆さいふのがひっ 

かゝってゐちのである。

中孚四五年問粗さいふの（一就學年限短縮 

の大學令の飛洙ごして.英才敎芳主義てかで 

中學阿年からの高等學校入學も認めたので. 

中學の五年生ざいふものが.へんな片輪にな 

ってしまって、完全に中學の像備敎育化を暴 

舉したのである。

それだから今度の中學改善案で、一種二種 

に分けて見て〔、■第二種の方が、上級學校進 

級組でめるならば.一應その方へ志願者が集 

あの厲明かでおり、#一種の方が.中學五年 

生・高等小學ニケ年ざ同じものも三年に增す 

ここになってしまふ恐れは十分におるのでめ 

い そしてその事の善惡の批判は別ごして、 

笫一種の劣爭視ざいふやうな事實が起って來 

るのでわって、それ（［中學生の實集學校生も 

蔑視すろよりも以上の事が.同一舉校內に行 

仁ろゝ恐れがめる。

それから小學校八穿が義務敎育こなちヽ 

小學敎帥の實質は向上しなければならぬミ同 

時に・現在の敎育別一の弊、形式化の弊は・ 

大部分仁師範敎育に原因を發する。故に師範 

學校をやめて、皆中學校卒業生を收容すろ現 

在の•:、.二部制のやうな師範學校にするのであ 

ろ。敎育方面の課目过實習の爲に、二年を盟 

［ツ的につかへば十分であらう。

現在の中厚程度で（工、漢文（I國語の內で敎 

へろ程度で結構でめり・外國語し必修させち 

必變はないミ思ふ。現在の如き制度になって 

CU外國語敎授（I結局中途半端で終る:（I 

明らわでわち。そしてそんな中途半端のもの

ス 語
柬京朝日記證$目 □ 泰

も修めら爲に（I時間ミ勞カの犧牲が餘りに多 

い。それ仕能率的でない二ミ夥しい。外國語 

な修得し度いしの仕、他の方法によるより外 

致し方ないのである。

現在の中等程度ならば・高等學校へいって 

習ふ外國語の下準備ごして用ひらnあエスペ 

ラントを習った方が有効ざ思ふ。エス乂ラン 

トならば現在の時間以下で・大繼征服出來ろ 

たらうし.これによって歐洲語の性質単語に 

馴れる二さにしなら。そして二れはエスペラ 

ントが國際語ごして、本國語の外に.阈際交 

通■阈際會琵の盛むみ今LR外國人この間の 

共通語ざして用ひみこさ厲、便宜であり、不 

可能な空想でないニごは.旣に證明されてゐ 

るのを思ふからであろ。

數舉でb歷史でも理科でも、あまり分科的 

にやらないで.綜合的にするがよい。一體中 

學の敎科書が、大學の講義の骸骨のやう敢の 

がいけむいのだが、これも敎科書も書く人も 

敎へみ人も完全にその學問も理解してゐない 

からで（文めみが・一番の芥害の基だ。

結局找敎帥の質の間W：o今度の中舉改善 

案が敎育の實際化をH的さしてゐちのは賛成 

だ。それには敎育專門家ざいふ看板の師範學 

校出の敎Rにのみ敎育を任せずに.一般世間 

に活動してゐる人ゐた人からも.その實際社 

會を導入する爭が必要である。それ仕完全で 

Mなく. 乂別の弊誉がめろかも知れないが、 

恩給生活の官吏や軍人をして中等敎育な助け 

しむべく、あみ程度までは利用出來さうに思 

ふ。陸軍厲人の軍事敎官ごしての學校侵入よ 

りも.海軍々人の常識の方が利用價笊が多い 

のでないか。又政黨化出來ない失業官吏むご. 

敎育の方面に利用したならば.反對黨の爲に 

選擧監視員になって、次の議會に浮び上らの 

を待って陰謀加擔の浪人業をやってゐみより 

い園家の爲に有金ではないか。

〔「社會及國家」十一月幾より拔萃〕
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海 外 報 道

萬國大會を前途に控へて
來年度の离國Ĥスベラント久會の開催地た 

らハンカ•リーの首府ブタ・ベスト市に於て9月 

下旬國際旅行團危の大會が開かれその最終口 

に於て供太利及びノ'ンガリーより外國この交 

通に网隊語も使用すみ事に就て提案をなした 

出席中のノ、ソカ・リー外國連惟聯盟の幹部やア 

夕•ペスト市外或局の'眶路者達HEI-實施せち 

成績を示してエスペラントに好庖ある演說ね

Iた。
同市の政府黨機誌紙”Nemz?ti Ujsag u （I 

一3!を費やしたJulio Baghyのエスペラン 

トに關すろ論文を揭載し・” Budapesti Hir- 
】叫）''紙も邦便局長麻・de Zdldy氏のエスベ 

ラントに關する手紙を公表し了:。尙Raghy 
の短篇集 „ Dancu Marionetoj “ が Esp. Aka
demio から一等賞も與へられた:ざに就いて 

は市内の殆んビ全部の新聞が之を報告して居

ろ。
禽國エスペラント大會を來年に控へて、 

Esperantujo にも有数な’Baghy や Calocsay 
ん有するブク・ベスト市のエスペラント運動（エ 

益々活氣も呈すみでめらう。

憤慨と脫退の國際會議
Prahu IŜ國際經濟會議の開かれた時の0 〇 

あろ。各國よりの代表者の演說要旨は殆んご 

凡ての阈探會議のする樣に前以て印刷に付さ 

れ・會議の決議に對する各國側の意見も總會 

の終ちに先立つて各代表者に配布されて總會 

の日を侍ったのでろみ。この各國の意見任英 

獨佛始め各网語で開陳されるのでそれも各國 

の代表者に了解される機各國語に譯して印刷 

にしなけれI工ならなかつ讥。その手數过.そ 

の货用だけでも並大抵のものではないのでめ 

る。然るに愈々總會さむちゃ・和蘭の代表者 

（X,その意見が枉げて譯されておちのを知り 

辯解に努めたが聞かれずして憤然席む立ち、 

Wibaut博士始め和蘭の三代表者は自分の思 

想が誤って傳へられて居ろ事に對L憤激おく 

儀はず同じく席ん蹴って退出しい云ふ。之 

は果して言語の誤解に基いての憤激でわちか 

否か知らない.若しそうであるならば天に唾 

すらに等しい。ぶし或る政略家（工國際會議に 

エスペラントの用ひられる事を恐れて居る。 

會議の討論に誤解し起らず各人が同じ能力も 

以て討論に加はあ時は言語の優越を以て會議 

を自巳有利に潮回せしめむり、些細の言語的 

誤解を口實に小刀細工を用ひ得ないからでお 

ろ。先年排□法案に問題ざなった;®原大使の 

grave consequenceも或る排日来网議員のわな 

に陷ったものミ外交秘史が示す所な以てして 

も外交文書や国際協議會に於けみエスペラン 

トの採用は堂々たみ公平正義を保つ一つの不 

可決な要素でわる事も思は・しめるのでめみ。

ザール地方の成功
ザール地方の政府委員（エ年來の希望を果し 

て同地方の高等科や中等學校の敎員の爲に工 

スベラント講習會も開催い:。申込者は50入 

な超へニ組に分けて講習む續けて居る。この 

講習（I Saarbriicken市に開かれるので同市以 

外に居住の講習生の旅費は玫府委員より支給 

されろ。同地方に於ては數ヶ月前より小粵校 

敎員に對ずあエスペラント講習會・開かれて 

居たので今度の中等學枝教員の講習-合"ぜ 

て益々同地方の活氣めち未來が豫想される。 

エス乂ラントも學校より、未來めらしかも純 

なみ學生生徒より.かくして吾々の勝利のH 

は近づいて來らのでめち。

商業學校に必修課目
ブラフルのリ亦•デ•ジャホイロ市の商業岛 

會（Asocio de komercoficistoj en Rio de Ja
neiro） に屬する商業學校に於て厲己に二年前 

よりその課目中に必修課目さしてエスベラン 

トを採用して居ち。ニの課目は他の課目ミ同 

等に一週間三回敎授される。南米この貿易の 

爲に任西班牙語iin unらqさめくせく 

して居み國がおちのに當の本阈に於て（工商冬 

語さしてエスベラントが着々地步む占めて行 

くの任皮肉であみ。因みにこの商業協會は三 

萬二千人の會員な擁して南米に於ては有數な 

又审要な團'體であり・今までに蹟々エスペラ 

ントに對して井常な好意を示して居むのでめ 

ろ〇

綠化する南米
vオ•デ•ジャネイロ市の商業學校にエスペ 

ラントが必修課目でちちばかりでなくナラジ 

ル始めチリー、アルヂエンチンのエスベラン 

ト運動も益々盛んになって行く。本年アント 

ゥ・エルベンの第廿回萬國大會にプラジ"政府 

の公式代表ミして大會に臨んだリオ•デ•シャ 

オイロ市の大學敎授Kverard Backheuser博
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・士はその夫人も地方Ĥスベラント會の會良も 

して居ろ位の熱烈な同志でお力が夫妻携へて 

歐洲に渡り禽國人會に出席し.英國獨逸等ぶ 

訪れて各地同志ミ交歡も交い戈はラヂオも通 

じてエスベラントの演說をして最近本國に歸 

りその忘れ難い經驗を說いて同志も集めて居 

Z»。乂リオ•デ・ジャネイロ市で初めて開かれ 

た大規模な國際見本市にも・エン・ペラン卜文 

の案內も多數に各國へ送って宣傳に力めて居 

あ。智利には智利エスペラント聯盟が創立さ 

才L.ラヂオに依ってその創立も南采各地に傳 

へ講習會を行って居る。アルゼンチソに於て 

もその酋都フ•エノスアイレス市に仁現在ハヶ 

所で講習會が開かれて居る。二十世紀より二 

十一世紀以後の世畀・文化の中心地たろべしご 

目されて居る南来各地方に力强いヱスベラン 

ト運動が續けられて行く事は吾々の華々しい 

未來を璞想させみものである。

エスペランチストの旅
エスベランチストな標ぼうして世界を没遊 

する以上は利用し利用されるだけの覺悟がな 

ければむらない。それ41エスベランチスドの 
義務ではなくてHらそうしむいで居られない 

喜びである。アントリエルペンの世界大會に 

參iu LT:各國のエスベランチストも招いて宣 

傳の旅をして貰った英國の南中部エスベラン 

ト聯盟の試みは蓋し時宜も得亢tのさ云ふ事 

が出來みであらう。

選ばれた同志は、日本の林好美氏.獨逸の 

Ilurler •夫妻、チェツコの Valenta氏、プル 

ガリャのKrestanofT氏、及びベノレギー生れの 

Blaise氏でむつ化。總てのお膳立仁聯盟がや 

って吳れるのである。そのお勝立通りに彼等 

はーの町から他の町へざ宣傳の旅を續け各地 

の同志も鼓舞すろのでめる。夜に同志が温い 

寢床を設へておのれの家に迎へて吳れて之が 
唯一の又屢上の報酬でめろ。この宜偉の旅(エ 

九另一日しuton市から始められしetchworth, 
Rovston, Bedford, Northampton, Kettering 
の金市を經て倫敦郊外のWelwyn田園都市 

より倫敦市に於ける歡迎會も以て二週間の旅 

(I終ったのであみ。各國に於て「大都市や門 

戸の地を除いて深く僻地に入れば孜々さして 

エスペラントを學びながらも實用の機を見む 

いで、遂に失望するものも少くないのでわら 

う。極東の島帝・國に於ては殊に此の感を深う 

1ろ者が少くないかL知れないが此の樣な刺 
戟がなく tもやって行けるだけの强い理想主 

義首こそ本嘗の希望める人であらう。

露國對外文化協會
VOKSざ云へだ露两亞の對外文化協會で 

總ての意味で世界の注視の的さなって居る露 

•西亞の正Lい文化を海外に紹介するご共に海 

外の文化も國內に採り入れる爲の瞎西亞の文 

化的門戶であり、その忖標は純粹世界文化む 
克服する智的威力の世界的團給である芒口ら 

稱して居る。そのVOKSの週刊の會報は 

站!想に似合はり英佛獨語で書かれてあったの 

(1> 事實此の會が國際通信用語过して必婪に 
應じてエスペラントな用ひて居化ざして｛，餘 

りに齒がゆひ事であづた。それがエスバラン 

卜獗も設けて自阈の紹介に資マZに至っかの 
は當然の事さは云ひながら一進歩ざ見ろ事が 

出來るでわらう。

第十三回伊太利エスベラント大會
第十三冋伊太利エスペラント大會は9月22 

0-240®フランシスで名高い Assisiの附近 

むろPerugia市で開かれ7:。市長やファシ 

スト巔支部長等の參列型の如く同國各地より 

の代表岔參集して伊太利エスベラント谨動の 
組織を確立した。それによるご!.ltala Es- 
peranto-Federacio, 1I・!tala Katedro de 
Esperunto, IU. Delegito por Eksterlando 
de Itala Esp.一ゝIoヾado.なる三つの組織な作 

り.必耍に應じて三祐合併してOrdiganta Ko
mitato de la Itala Esp.-Movado さして國際 

的にI國內的にも强い結束を固め卜仕組な作 

り上げア:のでわる。由來伊太利のエスペラン 

ト連動に決Iて歐洲各國に劣ちものでは秣か 

つ了:が.此の新しい組織はファッショ式熱狂 

ご相俟って今後の華々しい進展が豫想される 
のでわる。 “ ［ふ

國際的競技とエスペラント
世界的視聽も集め了:ストックホ〃厶の國際 

的亦リムビックの籬技に於ては遂にエスペラ 

ントの聲も聞かなかった様でめる。然ろに此 

はアルが•リヤの読技團ミルーマニャ競技團さ 

の國際試合の話ゝブルがリヤのXスベランチ 

スト競技俱樂部のn Rakovski(19月西日一 

ロ月 1日の間・•レーマニアの競技俱樂部”Es・ 
peranto uの客さむった。二のBakovsk i俱樂 

部の面々が停車場につくや・ルーマニア・エス 

ペラント會の會長始め「ヱ・ベラノト」ご命名 

され讥蹴球團の團長や無慮數百人戊かり此も 

出迎へて聲禹らかにEsperoを合唱I遠來の 

好敵于•ね迎へた。9月30日競技會が開かれて 

遂にブ・がリヤ軍の勝に歸し沢がその間國旗 

の上に綠星も浮かせた戰旗の投與式尊あり全 

くエスベラント式にこの陵技會は行はれた。 

いづれamatorojの茶甘的競技會でめらうが 

sportoを通じての國際親善が岛調せられる今 
6今後ざもにエスペラントの此の方面への進 

出し益々盛んにむって行く事でわらう。彼等 

は萬國エスペラント大會に於て夏季大學や各 

種國際的餘興ビ共に國際競技會をも開く二ミ 

な熱望して居み。
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JQAK（大連）のエス語講座放送
——來る11月23ロより——

犬連放送局の熱心なみ同志森原圭二氏の盡 

力により工Q.A・K・にて"來ち1:月24Hよ 

り向ふ三ヶ月間每週金曜日旧時30分（地方時） 

より30分問エス諾講習の族送する二ざさなっ 

Ĵ:〇講師は尾花芳雄氏。之が爲大連エスペラ 

ント會にては欣送局にテキストを奇貽し同局 

加入聽取吿約三千名に分配い:。之も機會に 

大連エスペラント會厲滿洲綠化運動を起すこ 

ごこなり會貝一同緊張してその計劃む準備中 

て・わるu

帝都各學校に於ける大活動
・——近く東京學生エスベラント聯盟復活----

★エスクラピーダ・クノ—ボ〔柬人醫學部） 

ロ月2 口お茶の水文化アパートメントにて例 

會開催。慶大の川上博上の适您に關する講演 

肺に岡本氏の咅樂式國際語の而白い話がちっ 

仁。參加者:6名。11月3日千葉醫人〇 Foli
aro klubo主催の遠足わり。銀色に輝く川邊 

の薄も眺めつ、鴻の毫より柴又方面に散策。 

柴乂にて懇親會な催して解散。口月出日西博 

［邸にてクルーボ过Minerva Bondoミの懇 

親,會めり。13時より目白文化村づートにてテ 

ニス、ピンボン等の對抗試合擧行。一,勝一敗 

にて夕刻迄愉快なる遊び加組けた〇 

欣慶庭 エスペラント會でUJI月】H16時よ 

り會艮園先生宅に第二回談話會を催した。會 

苛ち者7名。題內にて他の諾會ご異り室もも 

せめ常會は月に一度の園先生宅の會合ん非常 

に有難く感じてゐろ。話厲會の事務•醫劭小 

話・某人の敬すみ肚界の三偉人（福澤謚吉氏・ 

ザメンホフ札・ 士、チャー ノレフ、・ラム）及ひ'雜談 

に及ぶ。夕食を共にして勿時散秤。尙兽學部工 

ス會にて!tllR16時より慶應病院三匹會馆に 

て規睦晚餐會む開いた。三田から粟皈氐氏も 

蛉め5名・醫學部から任富月ヽ川上兩先生隹 

始め熱心なるflegistinoj等｛,交へ總勢二十餘 

名晚礬よりゝ自已紹介.Dngヾ1ij Problemoj 
の討論.餘興尊わり贩が杠會でおった。

★一高綠星龜9月21H岡本好火氏の「人造 

語の歷史」1〇月19日川原次吉郞氏に「エスベ 

ラント槪論」について御講演加願った。10月 

下旬行軍にて沼津に赴きし際會員七名行勤も 

共にし.三保・久能等む見物の後、靜岡に工 

ス界の大先輩佥橢邦太郞氏な訪りた。靜岡の 

同志睹君の心からなる歡待を受け色々の餘興 

に打興に時の移るも知らず停車場迄大走りに 

走って漸く汽車に間に合つア:程であった。

★成蹊高校 旣に先帮ミして新藤、岩下、守 

隨の諾氏をLつ成蹊のエス連動も一時杜絕し 

てゐ讥が二の眷より復活し岩下氏のgvido 2 
受けてゐ化が.この秋尋常科.高等科の有志 

も集めregula kunveno花*開始してsankta 
inovadoの努力も誓つア:。毎週二回會な開き 

二つのgrupojに分ち 一任暮らparola me
todo により.一は敎科豁も用ひて進むこ过

、した。

★東京麗校東京高霁學校第三回記念祭を機 

さしてエス語宣傅•を行ふべく東高エス會は兼 

て企畫せしPLANO laを實行し十一月十一 

H十二［J兩R記念祭會場內に展覽會も開催す 

ろざ共にエス兽寶店を出しア:。二の試みには 

前例に鑑みて多少の不安も感じては尽たが校 

內の有力なみ同志江上、丘、高橋君等の努力 

奮园の甲斐おってか兩日總寶上高匆惻ビ云ふ 

好成績な擧げぬた。この成績は短期賣上窩ざ 

して任前例も凌駕してゐる。初等講座ゝ捷徑・ 

辭書を混じ第一H賣上高（"個、第二日戊厠 

の成績であった。展覽會の方は學會出«i!の物 

の外にエス語世界曹及圖・外國語問粗の解決 

Giupo統計圖、諾比較表のポスターを新に作 

リ文獻过版衣を陳列い:。二口問の來訪者は 

德田、松本・次井・倉治、丘・江上の諸氏で 

お互に會話する機會な得化のは愉快であった 

然し、兩口を通じて入塲者の大部分が、未だ 

Esp.に無關心であみのね目聲し嗟嘆すろさ 

共I:尙々宣傅の必耍も痛感し大に發憤せざる 

も得なかった〇是でPlano】a厲先づ成功に終 

り同時に第二のPbnoを普々進行させて居 

ろ。如何に進行する炉見物だが"こ角來春の 

發芽期をHがけて常に延びんざすち力な涵養 

しつ、あみ事は事實でわろ。
★日本大學陵河奎エスペラソト會が生み〇 

［J本犬學留學科が今秋初めて講帥ざして西成 

甫M士も迎へたのを機ミし・局科の熱心な同 

志石井・磯部、帅瀨・山崎・輙見氏尊の誰力に 

より駿河臺日本大學の各科學空を網羅して1〇 

月創立された。"月7 Hより東大鶴學部エス 

クラビーダ・クルーおの御援助の下に毎週水 

碣に"、同會主催の下に初等講習會が催され 

替、齒.工の各科より"〇數名の聽講者を得 

て盛會でめった。尙講師は西博士ミ浦良治氏・



时

Hちった。

女子舉校へのエス話進出

-—正課に編入Lた我阈唯・の學校——

★長島紀北笈踐女學校（三印・縣北牟婁郡）同 

校任今春の創立にか、ちが校長小林留木氏は 

熱心むる同志であって英語を排しエスベラン 

トを正課の一^ミして小林氏自身之が指導に 

當られてゐたが此度南見善氏松阪より每月一 

週間講饰さして出張專ら伶話、作文等の指導 

マちこざ\なつ7:。尙町に於けみ一般の講習 

も計喪中の由。エス語を正課ごLてゐろ唯一 

の學校さLて英語排斥の喧しい扌斤柄實に日本 

・一の學校さLて誇もべきで外らう。

★大阪女孑專門學校大阪エスペラント會主 

催で人阪外語敎授淺井忠倫氏の御夫人な煩し 

大阪府女子翼門學校でエスペラント講習會も 

開く。學會の講習用書七十部も盡し尙足らか 

い盛況である。

★ミネルバ、ロンド〔帝國女子警專）11月よ 

り斯學期が始ったので次の標な時問割で倫講 

な始めた。月曜、高等エス語敎材G甫講師）. 

水薩、Kanto de triumfanta amo （藤田講まわ 

木曜、Predikanto（西博士）、土曜、文法（浦 

講師）で各自程度に從って隨怠の時間を撰掙 

せLむろ二过、1T:〇

★上田高女（長野縣）では同校加藤辨三氏 

の御盡力にてエス語同好會も組織Iた。現在 

戦は1〇名、專攻科生徒涙名よりなってゐて. 

毎週の金曜Hに输講も行ひ同時に英語の方の 

勉强にもなみ樣にさ英語さ對照しつ、說明し 

てゐる。尙エス語書籍な學校さ同好會にて求 

め命員生徙に開放するこさ、Lア:。

:审 言 第七叵學愈倉話险 はU月17日夜 
L果…空.丸の內鐵道クラブにて開催された 

出席者四十餘名の盛伶でわった。話者"最近 

「H本音樂概論」な著して世にざひ多大の好評 

な龙た伊庭孝氏であった〇同氏は土岐氏の中 

七時代からの學友にてエス語にて「歌さ言語」 

の題ドに講演マみため七H前炉らエス語も險 

ばれたそうでしかも實に一週問速成のエス語 

さは扫もびれわ立派なエス語の廉儘も朗讀講 

演なべれ一同を驚嘆せしめ了:。その原稿に頂 

いていづれ本誌に按載の豫定である。その後 

て閒本氏の音樂話Solrego】についての話の 

後例により數gruj）〇に分れて會話の練習を 

し^〇途巾で當口山席した大空詩人（本誌3月 

毬本lffi參照）のマンドVン獨奏あり。Muziko- 
plcna な vespero を過 li:〇

★第四叵藥擧エスペランチスト懇話會 は10

月25日午後6時半から學士會舘にて催され7： 
出席者2（）人、先づ晚餐も共にI门己紹介なし 

たc食後別室に集り塚本幹事の挨拶めり各々 

愉快な談笑に時を過ごい:。當日任束大敎授 

にして熱心にエスペラントに賛意も表せられ 

る藥學博士服部健三氏の臨席があつ7“ .尙供 

藤、福富、右近、藤田諾氏のkantadoあり、 

岡本・波多野.倉地氏等のエスペラント又は 

B本語にての打話がわった。"時半に散會し 

了:。來會幹事は明治藥專の倉地、榛葉氏芒決 

定〇

★クララ塾 朿京クララ會ではII月】8|J午後 

1時より佐々城松榮先生宅で月例會を開會し 

讥。參會者は僅かに9名であつおが何れも熱 

心なesperantistino ばかりで、各自それぞれ 

perantoで感想汉は意見を開陳I、秋田雨 

雀氏のスダラの泉.棺な圍む人々、佐々城 

松榮先生のinfana ĉambro （本誌10月鍍參照） 

等の對話わり、esperanta kantoも瞰種歌（エ 
むて大そう愉快な集りでめつア:。4時閉會。

卓 報 同志社 今度機駆紙 介"Ja Mon-
・ 册な發刊j月二冋發行の徐定。 

1〇月の同志祉エスペランチストのタを26ロ两 

川氏宅にて開催。參加者10名。愉快に談笑し 

て十時散會。レ月5日（俑志社人學.高商部 

聯合大運動會當FD.11月17|］（全同志社園遊 

會）に大工スペラント展覽會を催す。

醫大1〇月1Hより12 口迄市民講 

習存開催。少數なりしも一人殘ら

ず聽誦。かくて先輩木村寃一郞氏の蒔かれた

種が今漸くにしてして來た。最近商業 

學校にてし初等講習も開きて指導す。】0月20 
日眞崎・富田、檢山敎授ざ共に村杉温泉にー 

”の清遊も試みた。尙近々第四回市內エスペ 

ランチン.ト大會を開催す;5豫定。

仝 淫 エス會7月为Hより8れれ］月木 
並F二回池田善矽氏のgvidoの下に初

等描•習を開く。星終IJ厲折から金律出身にて 

栾澤中の淸水勝雄氏か迎へて茶話會を催し了: 

★金淺一中 エス會にても講習會開催。西川 

敎渝も參加あり。本年度より校友會の一部さ 

なった。io月"uの紀念uniiエス語隨覽含

も催し が;口の運動會にては各部リレーに參 

加。行列には犬綠星旗も抿げて宣傅なむす。

岳校】〇月8ロより每週-木金曜 

の午休ろに池田敎授を講師さして

初等講習を開い丫:。テキスト任文法アリント

廣M

にて、後 しa historio de V hoinaro を讀む〇 

現在會貝約二十名にて低究屮。宛名は廣岛市 

堺町】の21三宅修三氏。 c
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$g岡
十一月十□夜ミカド佥堂に於て福 

岡エスペラント俱樂部の懇親晚餐 

會開催。出席者藤澤、供藤・大岛各敎授を初 

めI・名、江L1幹事の挨拶に始まり藤澤敎投の 

ポ,レトカ・ル語の演說、江崎ロッティ夫人の感 

想談あり歡談も盡くして十時散會。因に本懇 

親會“目下來朝巾のブラジルモレイラ博士夫 

誉の歡迎會のための會合であったが種々の誤 

解が生じたので斷然謝絕して我々だけの會合 

に換へた。 .
當地の集合!1は毎週水昭! H夜目下两博一上認 

ロンドン塔の輪講.每週多數會H集まりて賑 

かである.各地同志の來訪歡迎。

江崎九大助敎投夫人口ッティさん（拓逸出 

身）（i益々エスペラントに御热心で同志の訪 

問に對して復溫い歡迎むされ集會には必ず出 

席される。妙齡にして花の如き同夫人の出席 

（［集會に常に感激を與へすにはおかり。

I , Xie!中津エスベラント伶では1〇月* 
さ分眄□鶴圍盲人エスペラント協秤H本 

代表の牧饰熊谷鐵太郞氏を迎へて會談す。口 

月21Hには小倉ヱス會の溝口勇氏耶馬溪觀 

光の途次本會も訪問。本月より毎月2 Hに會 

話會も催す事にして近縣諾氏の御來訪を歡 

迎。

|卓・|五高每週月水金の午後3時より 
I脈 不I 一時間輪講を行ふ。御大典に際し 

てエス會にて任エスベラソトで奉祝の記事も 

抿示、此な期に一同會員找勇敢に綠星章な胸 

につけ之ね不審がる者に堂々エスペラントを 

說く二ざにしT:〇附屬圖書飽にては此度肆會 

より種々のエス語の本在》購入、さきに同志の 

寄贈したる圖書ご共にエス語硏究者の便な計 

る二过にI r:〇

いて月木兩Dに會して會話・作文の研究もな 

す。宛名は京城府内旭町1の99。 ，

★大邱 口報社後援にて講演會及譎習會も開 

＜〇日報社の兼古異人氏の努力にて大邱エス 

ベラント會が復活した。

★平嬢人類愛善會平壤支部主催にて誌習を 

彳丁ふ〇

此度J. Q. A. K.のエス語講座放 

送な機ざして左記の計夷を實行す

ろ二さ、し'T:。リラゲ・放送打月14ロ夜. 

大連

エフ、ベラントに關する藹演（尾花氏）エス語 

唱歌合唱.四丁目子供种（中滿氏指揮〇 。 

エス語に關する意見徵集C滿洲各地の知名の 

士約百名に對しエス語の如何なろものかな紹 

介するざ共にその意見を尋わみ二-〇3）新関 

にエス語に關する宜傅記事揭載。4）阈際語 

座談會。12月13日大連知名の士約50名に招待 

狀を發I臨席を得たち人々に對しエス語紹介 

もなし且會員の五分間演説も行ふ苫。宛名任 

犬連市紀伊町中U文化協會。

個人・消息

★谷匚恒二氏の海外出張先頃迄長崎稅關に 

ありて熱心なみ同志て•わった大蔵省事務官谷 

口恒二氏任12月26日ジュネーブに開かれみ國 

際聯盟主催嗣際經濟統計會議に出席の爲1°月 

31日歐洲へ向けて旅立たれた。歸朝は明年み 

月の豫定。

★鈴木正夫氏の御結婚 往坪東人爵學部エス 

俱樂部の闘將ざして醫學エスベラント界に 

その名な知られ今は又千葉1S大でフ・ヽ）アー 

ロク形 おもfondiして斯界の爲に沒頭せら 

れてゐち千葉醫人助敎授鈴木正夫氏找束大生 

理學敎授橋田邦彥氏の媒酌にてや日にお茶 

の水附屬女卑校專攻科卒業の才媛ゝ太田勝子 

jKCEspŝno） e目出度く華燭の典も攀げられ・ 

卽日箱根へ向けmiei monatoの旅に出發され 

T: 〇
★三宅靜氏の計 大正 切年以來大連エスペ 

ラント會に於げあ黙心むみ同志三宅靜氏厲去 

ち9月5日御逝去.野邊の送りには氏が常に帶 

びてゐね綠星章Hがらにつけ7 Hの葬儀 

には大連エス命よりエス文の弔辭を讚んた•〇 

內地報導係よb

內地報導斶廢止の聲Lわりますが二の爛任 

我國に於けるエス語運動歷史の記事でわりは 

同志の運動の上の剌戟さもなりますから來年 

も繼續する二ミ、なりました。よく學會へ澤 

山の講習用書を註文されながらその講習にい 

っての記事な送って下さらない會がありま 

す。與へられた頁數に足りない時それ尊の仔 

の通信も裁せたら;i思ひますが材料がないの 

で之を放棄し止むな得す他の會の穴長な記事 

ものせみ様になります。ごうか來坪からは一 

層眞に我國絲化運動の烏瞰圖过したく ・事大 

小芒なく、成るべく早く、要領よくそのま" 

抿載しても差支へない位に鲁いてドさい。优 

事務の整理上內地報導は「學會內に內地報導 

係」宛にお願ひします。
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アカシアの花

2〇.世界語の誕生五十年
1878年12月5 Hさいふき、今から丁度50年 

Su U本の明治口年でめろ。西南の役の翌年 

で.大久保利通が喑殺されるやら、米回さ關 

软條約を結ぶやら、內外共に多事な年でおつ' 

讥。此の毎ロシアロ南下政策功を奏して.卜 

ルコに城下の盟もなさしめたが、その結果成 

立し・化サン•ステファン條約任英壤兩國の反 

對によってベルリン會厳に懸け①工ならな2 
った。また同國には虚無黨が起り、英國はア 

フカ・ニスタンを攻めて、土地を割取った。斯 

標に多事むる〕878年の暮、12月5 Hワルソー 

の Novolipie街のさめる家に一人の中學生 

が♦六.七人の學生ざ共に、彼の母が心をこ 

めて燒いた菓子を取卷いて歡談して居た。そ 

二に響く言葉二そ（エ、lingwc universalaで才Ŝ） 
り・彼等厲この新しい人類再同胞化の言融の 

誕生を就してゐるのであった。

折しも表も通りかゝる人々は、元氣のいゝ 

聲で耳馴れぬ言集だが、芙しい響きの歌が聞 

龙て來るのに、思はず耳を傾けた。

國民の敵愼心よ.倒れよ.倒れよ.

Mや時任來たのだ。全人類は、一家族に 

一致團結せればならない。

嘗時18歳の しazaro Ludviko Zamenhof が 

Ej-perantoの原型花作り上げ、その誕生ね祝 

ってから將に半世紀も經過した。全曲界の同 

志（し 此の日を如何に記念せんざすみかC

21.エス語の內的力
『•…エルベ河の畔りな逍遙して・十三世紀に 

成ったざいふゴシック式のドームを眺めてゐ 

みざ、一人の男がつかつかさ舒って來て.「め 

な仁Ŭスペイン人ですか」さいふ。「さうに 

やない、遠い東の方だ」ご答へあこ、「で"ア 

ルメニアからĴか」さいふ。「少しをかしくなっ 

て「ずつさ柬の方だ」ざいふこ.您に彼はヱ 

スベラント語で話をしかけて「いま三年の間 

に地球上に一大事變が起ろが.二の神の言葉 

を知ってゐる人楝だけが救はれる」ご云ひな 

がら、突然ニちらの手の那れみやうな握手を 

して影のやうにさっさ芒消丸ていってしまっ 

了:』（林久男著『林術國巡说』）

粟飯原 晋

神の言葉・エスペラントを知って屈み人種 

だけが救けれらさ云ったのは面白い。ニれに 

つけて思ひ出すのは、先年ロシア革命の後の 

こざ、過激派の韮手をやっこ遁れて.ウラジ 

オストックへ逃げて來たグロースキーざいふ 

ロシア人。あの尼港車件で有名なエコラエフ 

スクで過激派軍に捕へられた。暴虐むみ過激 

派軍は罪しない彼も死刑に處すら二芒にし. 

グロースキーは銃殺されちニになった。彼 

（［刑場へ引き出された。一隊の過激派兵士が 

銃に彈を二めて打て!の號命匕待つばがり。 

處が此の指扌軍官はグロスキーの胸にエスペラ 

ントの綠星章が那いてゐるのを見た。そして 

直ちに彼な放免して終ったさいふ買話沪傅へ 

られてゐみ〇

これ（Iザーメンホフ博士沪まづ夢にも像期 

してゐなかったさ思はれるinterna foito de 
Esperantoの發現でめらう〇

22.日本語で押通せ
花のパリやロンドンを羽織袴に山高帕を載 

沢駒下駄を引かけて歩いた相馬愛藏氏の話。 

『今上陛下歐洲御漫遊の砌・人隈侯が御挨拶 

に參上Iた時.殿ト1當時（I攝政宮殿下）のフ 

ヲンス語に御堪能にわたらせ給ふ二ミ"畏し 

乍ら、然し一度彼地に御到着遊ばdれし上は 

宜しくいつ如何なる場合なり过も、日本語を 

以て諸事お運ぴあらせますやうご言上したさ 

うだが・止にその通りだ。苟くも私も□本人 

で。いへ彼地に行つ化ごて、諾事一式彼地 

の習慣に從ふ必娈（;ない。外网語が話せろ話 

せないに拘らず、洋服があみなしに拘らず. 

私は絕くまで.日本人ざして通したかったの 

だ。そして却って私（丄それで成功した。今後 

の［1本人漫遊客はよろしく何等恥ずちニこな 

く、日本語.ロ本服で通して貰ひ度いもの仁。 

身に合“ない洋服を着、こうしたって片言の 

多い外國語隹使って.自ら卑下して歩くより

I.堂々彼方を邮する氣持ちで押し通すべし 

だ。ごんな席に出ちにしア:って.羽織袴で出 

れIて好いので.燕尾服が無いから出席出來な 

いのミ•うの过云ふ不便は更に無いわけだ』因 

に相馬氏は東京新宿の中村屋パン店の主人で 

Eu a blinda samideano Eroŝenko な》援け・印 

度革命の志士 Bose氏に愛孃を嫁がした人で 

めち。
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〔第十五講〕

守

則

1. 艰初から本文の譯讀を試みみこざ。但、極く初步の方々（I 
・先づ譯文によって內容なつ炉むのもよろしい。2. 單語、語法の不審な筒所は番SJにより.單語.語法の瀾を 

參照し更に譯文によって全船ミしての意味を閘明するこミ。

Dio de Dormo——Dimanĉo
(Daŭrigita)

La (lio de dormo levis1 la malgrandan liji maron al la fenestro2 kaj diris :

Tie vi valos3 mian f raton, la duan4 dion de dormo, kiun oni ankaŭ 

nomas5 Morto6・ Vidもli tute ne aspektas7 tiel malbone kiel en la biIdo- 

librujs; k:e oni ĉiam pontras9 lin kiel skeleton.10 Ne, lia surtuto11 estas 

ornamita12 per arĝenta brodaĵo,13 li portas'4 belan husaran15 uniformon16; 

mantelo17 cl nigra veluro18 ŝvebas19 supe严la ĉevalo. Rigardu, kici rapide 

li galopas21 ! n : “ ゝ

Kaj Iljalmar vidis, kiel la dio de dormo galopis antaŭen kaj prenadis 

sur22 sian ĉevalon junajn homojn kaj maljunajn ； kelkajn23 li sidigis antaŭe, 

kelkajn ・ !nalantaŭe, sed ciufoje21 1l antaŭe25 demandis: a Kion diras via 

libro26 pri konduto?”—" Bone!" ili ĉiuj respondis. a Nu, mi volas mem 

vidi! ” li diris； kaj ili dsvis montri al li la libron. Tiam ĉiuj, kiuj havis 

1“ noton27 • n tre bone" aŭ "bonege'； ricevis lukon28 antiŭe sar la ĉevalo, 

kaj al ili li rakontis la belegan historion ； sad tiuj, kiuj liavis u meze 

bone29 aŭ u ne tute bone30 (levis sidiĝi malantaŭo kaj aŭskulti la mal

belan historion. Ili tremis91 kaj ploris/2 ili volis (lcsalti33 de la ĉevalo, seJ 

ne ix)vls tion34 fari, ĉar ili tuj forte alkreskis35 al ĝi.

u Sed la morto estas ja la plej bela dio de dormo !?,(liris Iljalmar, ^mi 

tute ne timas lin ! ”

iC Vi ankan ne(levas liu timi,diris la dio de dormo; c' penu 

ke vi ricevu bonan ateston'7 pri konci u t?! ”

a Jes； cl tio estas iiisbrua3S !?; murnmris^ la portreto de la praavo. u Ĝi4*
tamen helpas/1 se oni eldiras42 sian opinion43! " Kaj ĝi44 ĝojis>

Vidiち tio estas lu historio pri
.• •

vespere rakontu al vi pli.
la dio da dmuo" ! 

[J771〇]

Nun li" ineni hodiaŭ
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眠!りの）神一日HII 一•
（緻 き）

眠りの神（I小さなヤルマールを窓の處へさL上げて苜ひまし^〇 「それ彼處に俺の兄弟が見 
まるれらう、眠りの神の二代目で.乂死の神ざ呼ばれてゐろのはめれのニわ 御覽よ。よくめ 

木む芒•に骸骨の絶を畫;いてニれが死神だなんて言ふが、俺の兄弟は见た處少しtそんなに惡く 

ない。いや・いや・それご二ろち•やない、彼の上衣iエ銀の刺締で飾付けられ、美Iい解騎兵の 

軍服も身につけ、黑天鵝絨の外套找馬上高くなびいてゐる。御賛・あの疾驅すろさまも。」

そ二て・ヤルマール（エ・眠リの神が馬を飛ばして前進してゆく梯子や、神が馬上に若い者や年 

筍を乘せる有樣なごを見たので1T:〇神は或者を舸方に乘せ.又或者•隹後方に乘せましたが. 

その度毎に先づ斯う尋ねました。「お前の通生憑の操行（I何だり-」するご皆は「甲ですよ」ミ 

答へましr;〇 「それでけ つ俺が見ようかな」さ神が言ひ出しましたので、皆厲通信簿な神に 

見せなければなりませんでしT:〇そ二で「屮上」5「優」のしみしを持ってゐち者に（エ全部 
馬の前方に座も占めさせヽ神は美い、話をLて聞かぜま い:。e ;みが.「乙」や「乙下」な 

さってゐる者仁後の方に座って、嫌な話を開が巾は・なりませんでしアニニう云ふ人連仁震へて 
泣き叫びましt:〇そして馬から飛び降り様ごしましたが直ぐ碇かりご馬にひっついてしまって 

ゐるので.降りち事も出來ませんでLf:〇

「だけごゝ死の神は本當に一番奇麗な眠りの神よ。僕は一けも二わくむい。」ごヤ,レマー，レ任 
言ひました。 ・

「お前だつて矢張り死の神を怖れてはいけないのだよ。唯.立派なお行儀の證據が戴ける標 

にしっかりやるんだよ。」ざ眠りの神は申しました。 .

「城程、ニれ仁仲々爲になみ。自分の意見も述べみのも、又何かの役に立つものた•わい〇ヾ 

曾祖父の肖像“吱いて喜びました。 ・ ・

さて、これが昵りの神のお話なのです。今晩は眠りの神が皆様方にもつざお話をして下さる 

でせう。（終） r

【單:吾と語法】

1•高く 上げろ 〇 2.窓〇 3・ vi vidos mian 
flaton. K方に（j私の兄弟が見龙るでせう。類 

例:Cu vi vidas birdon en la foliaro?めの 

木の葉の中に鳥が見えらでせう。4.la duan
第二の.二代口の。〇.名付ける。6.死・: 

\で（I死の神の:1ざ。 

&繪本。9.畫5
12.裝飾な施された。 

ゐろ。".輕騎兵の。 

外套。18•ビロード。

7.外見上"に見い。

10.骸骨〇 U-上衣。

13.刺繡品。14.着て

16.制服、單服。17・
19.翔る。外套が風

に吹ままくられてゐる狀を言ったもの。2〇. 

馬匕离く離れて。筑•疾驅すち。22. pren,- 
ad'is sur •…の上に取る、••••に乘・せろ〇 23. 
kelkajn kelkajn bornojn. 24. Giu'fbje = en 
<iu fojo その度每に〇 例:Ĉiufoje, kiam li 

ven*s Tokicn, Ii ne forgesis viziti J・ E.1. 
彼は東京へ來る每に・吊會を訪りる二5忘 

れなかった。15. antaŭi以前に、前以て（時 

間的意味）。前方に（場所的点味）。例:1认朋 

tre felice, ss vi antaŭe sciigos ：d mi pri la 
曲5〇・豫め御通知願へれは・幸甚て・す（時問的） 

Antaŭe de mia seĝo, sidis tiu fama oratoro 
E Privat.私の席の前に（I、例の有名なプ9 
グアが掛けてゐまい:。（器所的）26.libro 
こ▲では通知礦・通信簿/•意。27.しるし. 

控へ。2& ricevis lokon.場所もめけてもら 

う〇 29. meze bone中位に良い、乙。30. ne 
tute bone全く良いざ云ふ處までは行ってゐ 

ない〇之に對し!ute ne bone金然良くない〇 

neはそれに從嶠する言葉を打消す點に御注 

意下さI'〇 31.震へる。32.泣く。33. 3・ 
salti de •••・から跳びのく・跳び下りろ。34. 
tion desalti de la ĉevalo. : 5. aFkreski al 
虹 馬の協に吸ひ着いてしまつ7:第也、宛し 

人が.禹の背に牛;Iて離れろこさが出來なくな 

ってしまったご云ふ怠味で面白く言■ひめらは 

い:もの〇 36. penu nur, ke唯々••••二过だ 

けに精4・出す樣に〇 例:Penu nur, ke vi 
ne flankeniĝu de Ja vojo esperant isUu 願 くは工 

スペランチストごしての途を外れ給ふむ。

3& in^tru'a敎訓的・有益な。instruiは又往 

々惡,世に用ひられる〇 例:Mi instruos vin 
P】ori・ 俺はお前に泣くこざを敎へてやらう〇 

（泣かせてやらう）39.眩く。〜egi咆哮す 

み〇 40. ĝiは文法上は後のopinio 4•指す〇 

41.helpas. 一助ざなる、何等かの役に立つ。 

例:Li estis morte vundita, kaj jam nenio 
helpi：・彼（I致命傷を負びてゐたので.もう 

施す術も和かった。42. eFdiras中し述べろ・ 

開陳マ Z）〇 43.总见〇 44. ĝi = portreto. 45. 
H dio de do nno - Morto ・ 46.li=Morto.
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孜畫エスペラント中級講座

第十一講

fAnocistoJ J-E-Io J-E-To こちら4 口 本 

エスベラント學會中央放送局でわります。二 

れからエス語講座にうつります。

［Kursgvidantoj 今晚は又前回に續きまし 

ズTurgenev散文詩の一つ花講義致します〇 

E（I Egoisto,利巳主義者でおりまして187氏 

12月の作ださされて屈りま'す。

EGOISTO
Li posedis ĉion necesan 

por iĝi vipo de sia familio. 
IA naskiĝis })onsana, riĉa, 
kaj dum sia tuta vivo, 
stante riĉa kaj bonsana, li 
neniam agis malbone aŭ 
erare, ne diris nenecesan 
vorton kaj ne t rompiĝis.

【譯】 利己至義者。彼は家族を苦しめるに 

必要むおらゆるtのな所有してゐ化。彼は生 

れ乍らに健康であり■富裕であった.そして 

生涯も通じても富裕でめり健康でめつ了:。彼 

仁決して惡い行や誤った行もLi：事がなく、 

無駄口“きかす.又曾て失錯がな 

かつむ。

【註】por iĝi vipo de sia familio, （I ・ れ 

を直譯するさ.「家族の笞ざなろ爲の\」さな 

りますが.意昧はお解りの二さ、思ひます。 

naskiĝis bonsana, riĉa （j naskiĝis estante 
bonsana kaj riĉaの意昧で.健康さ財産ざに 

惠まれて此世に生れ出た・ミ云ふ二疋になり 

ます。此種の形容詞の用法には充分弩注意を 
願ひます。一例を擧げます^ヽ】）・Ŝi ploris 

ma妙がa~Estante malĝoja si ploris,彼女H悲 

しくて泣いお。2） Ŝi ploris malgaje,彼女（エ 

悲しさうに泣いた。ざなりま'T 〇 agi動作す 

ho e ar*e誤って〇 trompiĝi瞞されろ、誤ち。

Li estis senriproĉe honesta.
Fiera pro sia honesteco, li 
turmentis per ĝi siaj n paren
cojn, amikojn, konatojn・ しia 

honesteco estis kapitalo ・・・・ 
kaj li, kiel procentegisto, 
demandis por ĝi proce n tegoj n ・

Lia honesteco ebligis al li 
kaj rajtigis lin esti scn- 
kompata kaj ne fari bonon, 
kio ne estis ordonita・ しi 
estis senkompata, li ne bon
faradis ・・・・ ĉar la bonfarado 
ordonita ne estas bono ĝusta.

【譯】 彼は咎む可き點しない程正直でわっ 

た。彼は自己の正直も誇りにして.親戚・朋 

友.知巳を苦しめア:。彼の正直（［資本であつ・ 

仁 彼は高利貸の様に.それに對して高利も 

耍求しT：〇

彼の正直"彼を無慈悲にして、R命ぜざら 

れぬ善は一切之も行はざろ二さも得せIち又 

かくすろの權利を與へた。彼は無慈悲であっ 

仁彼任怒善も行（ヱなかつ仁何故むれば“ 

旣定の怒善找最早正しぎ善で］工ないからであ 

ろ。

【註】sen'riproa'e 昔めなく 〇 もera 〜estante 
fiera・ turmentis 苦しめ了:〇 per ĝi—per sia 
honesteco, kon^f〇 知 巳 〇 procenfeg^sto^ 
procento百分率。~が〇利率。~昭〇高利。 

〜egisto高利貸〇 ebFigi al••“すちここ加可 

能ならしめろ。fajfigi權利も興へる〇 bon,- 

far'ado 慈善〇
一 ------- ■— ・ ・ -・・ ・ ・■■■・ゝ-

Pri neniu li zorgis, krom 
pri si • mem—ĉar li estis 
modela. Li sincere indignis, 
kiam aliaj ne zorgis pri li!

Samtempe li ne opiniis isin 
meni egoisto・ーLi plej severe 
mallaŭdegis kaj persekutis 
egoistojn. Kompreneble !— 
la egoismo de aliaj malhelpis 
al la lia.
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【評】 彼自身が模範的であったから.彼" 

自分自身あ除いては.何人を!＞顧!む 

がなかった。彼(［他の人々が彼に注意しない 

e Jftifiĵ目になって怒あのであつĵ二同時に彼 

(工自分隹利己主義S7：i (1思ってゐなかっわ 

それごコろか彼は利已主義苦も嚴しく侮讓し 

迫害した。それは無論の二さでめった。他人 

の利己主義は彼口身の利已主義の妨げきなっ 

たから〇

【註】zorgi顧慮マみ。krom ••••以外(二〇 

modela模範的な〇 indigni激怒す〇 sam'- 
temp*e 同時に 〇 mar laŭdi けなす 〇 persekuti 
迫害すみ。malhelpi妨害すみ〇!a lia—lia 
egoismo.

Ne sciante sin kapabla al 
ia erareto, li ne komprenis, 
ne toleris ies erareton・ しi 
ĝenerale komprenis nenion 
kaj neniun, ca r li t uta, de 
ĉiuj flankoj, cle supre kaj de 
sube, estis ĉirkaŭita nur de 
si mem. Li eĉ ne komprenis, 
kion signis 他 s " pa relon i.n Li 
mem al si ne bavis okazon 
pardoni.・・・ Kial do li devas 
pardoni aliajn ?

【譯】彼U：自分が些細な誤ない!!し得るさ 

(I考へてゐな炉つ化のでヽ如何なる人の過失 

なも理解し又宥さなかつ沢。彼は一般に何物 

ない又何人をも理解しなかつ仁。何故なれ 

ば.彼仕徹頭徹尾上下あらゆる方面から唯自 

分自身によっての乃圍繞ごられてゐたaらで 

める。彼は宥す壬云ふ事の意味すら解さなか 

った。彼は□目を宥すざ云ふ験會む持たなか 

った。それでおみのに.何故あって他人を宥 

で必變がめらう〇
【註】Ne sciante sin (esti) kapabla al ia 

erareto,自分自身(I如何なb過失をも犯さQ 

ミ確心してゐたから.の点。toleri寬恕する。 

ies誰ご云ふこ过なしに凡ての人の。li lu/a 

estis ĉirkaŭita •…彼全惓が圍繞されてゐた〇 

類例:(b la mokridado, ŝia vizaĝo tuta ruĝ
iĝis. 〜•…，ŝia tuta vizaĝo ruĝiĝis,嘲笑され 

て.彼女は耳の根まで赤くした。de Ĉiuj flan
koj おらゆる方面からc de supre kaj de sube 
上がX下わら。

Antaŭ la juĝo de la j)ropra 
konscienco, antaŭ la vizaĝo 
de sia Dio, li, miraklo, 
monstro de virteco, levis la 
okulojn supren kaj elparolis 
per firma, klara voĉo : u Jes, 
mi estas morala honio! ‘‘

Li ripe tos t iujn vortojn, 
mortonte, kaj nenio t remetos 
ee tiam en lia ŝtona koro, 
en la • koro sen fendeto, sen 
makuleto・・・・

Ho, malbelo de la mem- 
kontentiga, nepardonema, 
malmultekoste akvita virteco, 
—ei estas pli abomeninda ol 
la malkaŝita malbelo de la 
malvirto!

【譯】门分自身の良心の裁きの前で.自己 

心中の神の面前で、彼なる奇蹟、道徳の怪物 

任兩眼も空に向け.確固たる明晰な誓で斯く 

呼んた。「而りI俺"道徳的な人間でめみ。」

:れらの言葉を彼は其臨終の際にも繰返す 

であらう。そして.その際にも彼の石の桂な 

心、裂目も汚點もない彼の心の中に仕何物し 

動摇する二さがあるまい。

扫、、自ら粛足せる.頑冥な・安價に購ひ 

得たる道徳の醜さよ。汝は不徳のわらはなち 

醜さより更に嫌は1まものなおよ。

【註】jugo裁判。 konscienco 良んヽ〇 mira・ 
klo奇嘖。virgeco道德。eFparoli話し出 

す 〇 firma 晞了:る。tremetos 震へる 〇 fen
deto 小さな裂H 〇 makufeto小2な汚點。 

mcnVkontenfiĝa自分自ら滿足する〇 nepar
donema 容易に寬恕しない。maf multekoste 
安價に。akirata獲得された。abomenenda 
嫌はみ可き。maFkasitaさらけ出された。

以上を以て誌上放送エス語講座を終ります 

長々御解聽を煩した!ざを厚く感謝いたしま 

す 〇 Adiaŭ! Ĝis la reaŭdigo !

【Anoncisto】 吉野櫻雄先生のエス語購座は 

第十一回を以て終了いたしました。J-E-Io. 

J-E-Io



264

和文エス譯添削欄

〔第十三冋3 編 輯 部

問1・人類進化の特徵を最もよく 

現すものはその神秘的狀幅よb 

脫して合理性へざめぎしてゐる 

傾向である。

答1・ Kio karakterizas plej bone 
la evoluadon de la homaro, estas 
ĝia tendenco eliri cl mistika stato 
kaj celadi al racieco・

人類進化ご書いたつもりでし兀が進化がQ 

けてゐまし 7: 〇 しa plej karakteriza por ho
jn aro estas la tendenco al racieco, sin liber- 
igiinte el la mistika stato. この文I二は重大 

ためやまりがあります、そしてお匚入りやす 

いわやまりで■す。だから全文な出して說明し 

て置きます。それ任liberiganteさいふ分詞 

副詞の使ひ方です。分詞副詞は一つの主語に 

屬する二つ以上の動作乂（I狀態がある峙に最 

も主要な一つな直接法で現し他む副詞さして 

現す時に用ひろしのです。例へばLi trovis 
pomon kaj ĝin manĝis の trovis も副詞に代 

へて Trovinte pomon, li manĝis.こする標 

に。获から分詞副詞厲いつでも直接法に書き 

なほし即さはづです。そこで、上揭の文の. 

liberigante花!iberigasになほして主語厲何 

かざ考へて見るミ;®:昧の上から（I homaroで 

なければならぬが實はそう处ってゐないCio） 
plej karakteriza か la tendenco 炉の何れか 

ヾ匕語ご考へられちごおかしい結果になって 

來るではおりませんか。sinliberigi又“ eliri 
ご不定法の形でtendencoの形容語さすペき 

ものね副詞にしたからいけないのです。若し 

又:の副詞を生かさうざすみなら•…la ten
denco, ke ĝi, pin liberigante el la mistika 
f5tato, eei^5 al racieco芒でもしたらいゝでせ 

う。 ・ •

間2・最も原始的な時代に於ては 

英發明力が人間をして狩獵ご自 

衞の爲の武器をつくらしめた。

答2. En la plej primitivaj cpok«必

Ie elpensemo de la liomo igis lin 
artefari ilojn por casi kaj sin 

defendi ・
自衞さいふのねsin protektiミした人がお 

り又Ŝin gardiミし讥人がめりましĴ:〇 pro
tekti に或有力者が自分の部ドを庇護'するさ 

か网家が産業を保護す〇ミかいふ場合に用ふ 

ろ語、gardi （I危險が起らない榜に用心なし 

見張りを'するの意でごちらもこの場合にはお 

かりまぜん。こ、では敵の攻擊から“己も防 

衞するの意でてからsin defendiミすべきで 

す。

間3.最も簡單な物品の製造にも 

物理的法則への服從を必要ざす 

る〇

答 3. La fabrikado de jdej simpla 
05ekto postulas la obeon al fizikaj 

1辭
Eĉ en fabrikado de la plej simpla objekto 

estas necese obej s!】】a fizika leĝo.
Eĉ en la fabrikado de la plej simplaj ob

jektoj oni bezonas obei al la fizikaj reguk>j.
第二の例でreguloはや;Iり!eĝoざすべ 

3です。

問4.それで令理性ざいふ事が少 

しづ、人間の頭に入って來た〉

答 4. Tial racieco povis iom post 
iom enpenetri la homan cerbon.

11V' S IX enveniミした人が多數Tしt-o 
頭はkapoざした人が多數でした。それでし 

結構です〇 m homajn kapojnざした人がわ 

りまい:が二の場命は別に個々の頭もさすの 

ではなく抽象妁にいふのですから複數にしむ 

い方がい、のです。

問5.家や舟の建造器具の製作か 

ら非常に完全な精巧な若くは强 

ヵな諸機械の製造に至るまで人 
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間の精神的に於ける理性の發逹 

にごもなってなされ冗。

答リ.L" konstruado de d nioj, de 
ŝip.）j, la fabrikado de iloj kaj fin
fine de t reego perfektaj kaj deli- 
1＜况！:ni aii potencaj maŝinoj okazis 
san）tem[＞e kaj paralele kun la 
kreskado de la racio en la homa

・ menso.
konstruiloミいふ語が何度も出て來るので 

不思議に思って問題ぶよみむほLて見たらな 

る程建造器貝,ごある。しかし•…の建适.器 

具の•••・ごけむして讀ませみっしりでした。柿 

jp|i（x spirito, animo, menso ミ幾通りも譯語が 

使はれてゐました比較して硏究しイ下さい。 

間6.人間の生活をよりよくする 

所のすべての進步は人エビいふ 

事芒密接にむすばれてゐる。

答 6. Progreso de ĉiuj aferoj, kiu 
plibonigas homan vivon, estas 
licita intime kun aitefaritcco＞

密接にが・よほごむづかLかったさ見丸て 

proksimege, senspace, forte 等さ苦 Lい譯が 

澤山ありましT:〇

問7.我々の倉物も衣服も人工に 

よって出來化ものである。

答 7. A r t eĥi ritaj estas niaj manĝ
aĵoj kaj vestaj（＞j.

Ankaŭ niaj lnanĝaĵoj kaj vestoj estiis fitri- 
taj de artefariteco. 此譯AT = artefariteco 
ご一語一語加譯した丫:めに少lまづくなって 

ゐます。

問8.最もよき果物は耕作された 

樹になる。そしてこの果物はや 

はり人工物であるビいへるので 

ある〇

答 8. Plej bonaj fruktoj kreskas ĉe 
kurt u ritaj arb＜）j; kaj oni povas eĉ

（liri, ke iel ili ankaŭ estas arfe- 
faritaj.

La p ej bona frukto fruktigas je （ĉe の方 

かちょし、） kurturita arbo, kaj t u ĉi frukto 
ankaŭ povas （esti が1□けてゐま い:）dirata 
（nomata の方がよい）artefaritaĵo, plej 使 

ったからざいって必ずしも!aを要しないの 

です。まア：一種に限る必妥もないのです。

間9.人間は自分の環境を變化さ 

せる能力によって自然を征服し 

た。

答 9. Ln liomo iariĝis la reĝo de 
P naturo dank' al sia kapablo 
nrte aliigi la medion, en kiu ili. 
vivas.
:の例で（よ第一問の場合に似たあやまりが 

めります,關係代名語kiujをkapabajにな 

ほしてごらんなさいsiajのsi （1kapablojの 

?歸代名詞ミなります。そうするさkapabloj 

にcirkonstanco がある 怕：なりま'T。cir- 
konĥtanco は homo の cirkon tanco で kapa
bloj のcirkonstancoでI二ない（Iづです〇

問10・動物は環境に頫應するが人 

間は環境を自分に順應せさる。

答10・ La besto sin adaptas al la 
medio; la liomo adaptas la me
dion al si.
環境ĉirkaŭaĵo iした人がめりcirkcn- 

stancoミした人がめりまし了:〇參考にKabe 
の解稈如紹介して置きます。Ĉirkaŭaĵo. Loko, 

kiu estas ĉirkaŭ io: La ĉirkaiinĵo （Je urbo. 
Cirkonstanco. Detalo, apartaĵo, kiu akompan・ 
as fakton: Tio dependas de cirkonstancoj. 
ゝIcdio・ しoko de ago, de ŭ*nomeno; eksteraj 
cirkonstancoj de F vivo.

〔附記〕問題があ）まりむづ0し過ぎるe 一 

部の人から批難を受けだに右かゝはらず應尊 

者肚前月よりむしみ多い位で好成績の人が多 

かった事は愉快て■した。今泉氏（福岡）ゝI. 

Bata氏（福岡）厨氏（上海ゝ福西氏（大阪）等 

好成績。「、「一・' ゝ、
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他 山

139.彼の幼年時代が幸福に滿ち 

てわ化のに反してその後年はいれ 

ないものであった。

Liaj postaj jar（）j estis por ・li tiel 
'krudaj, kiel plena de feliĉcco estis 
lia infaneco.

tiel•…，kiel~の…ミ〜ミが相反してゐる 

場合あり.卽ち『一方〜なるに反して一方… 

（丽者の異る度合が同じ程度）』

彼の兄は邪劍なのにあの人（I正直者。

Li estas tiel hon esta, kie malĝentila lia 
fiato estas.

14〇,どう卩ら今度はうまくゆき 

そうです。

Espereble mi sukcesos tiun ĉi 
fcĵon. = bli esdras, ke mi sukcesos 
tiun ĉi 询on.

どうやら〇明かに）人にけどられたらしい

Videble （ = 0ni povas vidi, ke） la afero
:fariĝis sciata..

ごうやらあの人の云ふ方が本當らしい。

ヽrerŜ3Ĵne （ = Vere ŝajnas, ke] li estas prava. 
こうやら（こうやら=何きかして）その日む 

食って妙く。 ・

Ili trenas iel sian vivon.

141.何てづうづうしい奴だろう。

Kiel altrudiĝema li estas!
Altrudi或事む人に無理に押しつけあ;aF- 

trtid,iĝi=sin altrudi人がいやがみがかまわ 

す自已な押しつける.出しやばあ。

142・あの人は率直な處が感心だ。

Mi ŝatas lin pro lia malkaŝemeco.
143.明後日なれば何分の（否應の） 

御返事がいたせませう。

Postmorgaŭ mi povos （loni al vi. 
certan sciigon・

【注意】certa sciigo『晦lかな返事』でわ 

.るが實の處まだ確定で區ない。何れ血 X（X

の 石

neの孰れかの中の一つではめるが『未主』で 

わる。然し『不定』で（工ない何U孰れかにき 

まったものでめろ。此の总味でcertaを口本 

語に譯てるこ『或る』ざ云ふ樣な語が當てら 

れoieがおみ。然しiuざ（二ちがふ。iu II 
全くの『不定』でわるのに反しcertaは『め 

み・まった1の』な指す。

Se vi multobligos nulon per iu （=ajna） 
nombro, vi i ice vos ĉiam nulon.

零に數もかけてし零だ。

Certaj nombroj estas divideblaj samtcmj）e 
de du kaj tri.

二ざ三ざで割り切れる數（6ざか!>2ミか）炉 

おる〇

144. あの人は屮々しっかり者だ。

Li estas fortanima・
Facilaninia=frivolaうつり氣の、氣まぐれ

な、輕簿む。 r . ..：/ :

Grandanima- 容な、ふさつ腹な〇

145. 日本人が二十年英語をやっ 

たごてせいぜいやさしい本が少し 

讀める位の處だ。

Japanoj post siaj dudek jaroj da 
lernado de angla lingvo estus en la 
plej bona okazo kapablaj legi iom 
facilajn libre））n・

En ĉia okazo=ĉiel 結局〇

En tia okazo=se tiel estas そんなら〇
• a

146. あの人は才能はあるんだが 

まだ技を習得してゐない。

Li havas talenton, sed li ankoraŭ 
ne scilernis la teknikon・

（Arto （思考學問に對して美術等の）藝術・
!手藝（てわざ）

I Tekniko （芒・う線を引くごう詩脚も並べる
1なこ•作證•作詩上等の）技術

fTalento .持って生まれ了:才能

Kapablo talent 〇の有無にか、わらず自分 
ゝのなし得る仁けの技能.技倆
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147.あの人は藝術に就ては皮相 

な知識しかない。

Li havas nur supraĵan konadon 
>de la arto.

fsupro 上部・頂上

lsupraĵo上面、表面

f supra 上部の

t supraĵa表面の、皮相な

supera 超越せ 〇 (super)
(kono (ごんな事.物であるかな)識てゐ 

Ĵるニミ、見解・巳知
♦cio (よく舉び知ってゐら)知識

^v:ista kon(ad)〇 
t profunda scio

廣い見解

深い知識

148.私はふざロ實を思ひついて 

云ひ拔けた。

Mi elturnis (=liberiĝis) min per 
ra])ide eltrovita preteksto.

149.君が此の會の責任者か。

Cu vi estas la prirespondanto 
xle tiu ĉi societo?

15〇.御氣の毒ですが前例があり 

ませんので御申出の件は御こ芒わ 

りいたします。

Ali tre bedaŭras, kc mi ne povas 
akcepti ( = mi devas riftizi) vian 
proponon pro la manko de inicia
tivo.

わな仁方の樣な有力家が率先して社會更正 

のめら(少る事業もやって下さらなくちゃいけ 

ません。

Influaj homoj, kiel vi, devas preni inicia・ 
tivon en ĉio, kio celas forigon de sociaj 
eraroj. . •

151.もう二十年たてば日本でも 

エスペラントが全く英語に取って 

.かわる〇

Post dudek jaroj ankaŭ en Japa
nujo angla lingvo cedos la lokon 
al Esperanto・

Cedi (=doni) la lokon al --

(何々がすたれて)••••にな“ •••・に代へられ 

る。

Havi lokon=okazi
La XIX Universala Kongreso de Esper

anto havis lokon ( = okazis) en Danzig.
第十九回エスベラント萬阈大會(ニダンチ匕 

に於て催された。

Li donis loi on al la noveveninto.
彼仕新來者に席ん讓った。

152. 人道の上の人波の化めに彼 

の姿はすぐ見えなくなった。

Ondo de pasantoj sur la tro
tuaro tuj kovris (antaŭ mi) lian 
figli ron.

153. 僕はひざく誘惑を感じたか 

思ひ止まった。

Mi s?ntis fortan tenton, sed mi

venkis min.
154. 手不足なので仕事がいつも 

遲れて困ってます。

Je mia ĉagreno la laboro ĉiam 
malfruiĝas pro nesufiĉeco de (la 
nombro da) manoj・
155. 三つ違ひの兄さん。

Frato pli aĝa per tri jaraj・

156. 弟は指物師の處に見習奉公 

をしてゐます。

Mia frato lernoservas ĉe liguaj- 
ist〕・

157. 彼女は强いて笑顏を作った。

Si sindevige ekridetis・

(devigi餘義なくさせお、是非共させろ 

(deviga義務的の

perforte無理やりに、腕づくで

158. 血の氣の多い若者にはよく 
あることだ、が女ざかけ落・をやら 

かした。

Kiel ofte okazas Ĉe varmkora 
junulo； li forkuris kun sia amatino・ 

ー〔完〕一
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疑 應 答
★國際用の名剌を作りますさき・名前の前に 

S-ro, S-ino, F-ino な附すべきでせうか、唯 

名削たけでよろしいのでぜうか（宮崎市橋本 

氏】。

〔答〕S・ro等あ附すちのに英阈人等の習慣 

です。名前だけで男女性の區別のつく場合（1 
よろい、が、さしない名むごに附する人があ 

ります。又婦人仁S-inoだかF-inoたかわ 

からq故區別すみためにつけ办。然しそれ任 

一部の習慣で一般にはっけない方が前通の樣 

です。就中名前で男女性の區別がわがり、H 
〇 S-inoざF-inoこの區別をかまわない□ 

シャ人等“つけません。卽ら何れざも御本人 

の隨;意であります。

天 F3speranto, K<peranta, Paperan!isto 等（Ĥ火 

文字.小文字何れを用ひる習慣でマか（龜岡 

町村上氏）。

〔答;!全く隨意でĴちらでしょろLい。フ 

ヲンス人なごは多く小文字な用ひます。Za
menhof （I必ず大文字を用ひてゐました（la 
Es[>erantisnioなござ）〇阈名に勿論明に固有 

名詞ですから.大文字を用ふべきでめります 

（Francujo, Pollandoむご）が、民族名やその 

形容詞は理謠上酉通名詞ですから多く小文字 

が用ひら tL t *T （franco, franca, polo. pola な 

ご）が・然し固有名詞ざ見ても惡いさは云へ 

ません。卽ちミ•ちらでしょろい、。Zamenhof 
（I多く矢張り大文字も用ひてゐます（Franco, 
P〇!〇なご）〇

★Jean Forge の Abismoj, p. 31,1.7; Nur 
kiam Iiaj pan）j ŝutrene perdiĝas en la silento, 
mia trankvilo revenas ・の ŝu trene の意味な 

（名古屋市阿ま氏）。

〔答〕ŝuTtrene = trenante la ŝuojn.『わいっ 

の靴ずりして行く足音が消え失せG先默の經 

に失けれ）て始めて（始めた今に於て）ホッ 

さした（私の安心が歸って來7：）。』 

★同書 P* 44,].13 : ,, Vi estas iualsaĝa kna
bino ! Ke vi tion sciu! Iru kaj informu vin 
tute precize.（同氏）〇 *

〔答〕お前は馬鹿な于だ!お前なんこが知 

って居よう筈がない!行ってよく見てめいで

Ke vi tion sciu !=Vi estas tro malsaĝa, ke 
vi tion eciu !=Ne eble, ke vi tion pciu I 
★同書 P・ 77,1.5: Sed kompreneble por 
:mso ifaj ĉastulinoj la naturo esta^ decidiga, 
kompreneble. Kaj se oni povas enoreligi al 

tia vilaĝa infano, kiua la kulturo de 1'urbo 
apenaŭ „ prilekis", dolĉan flustradon, kiu 
miksiĝus kun la " mistera" flustrado de 1' 
arb（）j—oni certe g jnrv? tiun senki山 an koron ! 
の„ prileki "の意。（同氏）

〔答〕„ prileki" e „ "の中に入れて居 

ち如く曾通でないBguraな云ひ方であち。 

熊が了を生むミその子は袋を炉ぶって形が出 

來てゐない、親熊がそれもlekiしてゐる內 

i二ゴんれん形が出來て來て、それが子熊にな 

ろ…・ミ云ふ云ひ傅へがわち。それがすな任ち 

prileki •で、『なめて（人間らいゝ）形にする』 

匾に用ひられる。卽ち

（Tだが勿論戀心地づいた（anfsoifa）生娘（ĉasf- 
uFino）にごってけ白然ご云ふものが物を云ふ 

（決定的decid.Vgaでめめ.それやそう 

ま忙町の生活にすれからしてゐない（町の文 

化がま仁『祢めあげ』てゐない）村の小娘に木 

末の『神秘な』さ、やきに混ぜて廿いさ、〇 

きを耳に入れてCen^orePigi）やる;さが出來 

きへすれ（い・•無辜の心（生娘の心）も獲るこe 
Ĵ:しかだ』（・松籟ミ云ふnaturoが入ちミ戀の 

さ、やきも神秘の樣に思って生娘の心も動力、 

す）。 . 人

★同書 p. 81,1.14 : „ Halino, mi amas vin ! 
••••kaj vi?—" ,, Ernesto, kiel vi povas Ccmim- 
di— pli ol ĉion alian en la mondo—

〔答〕『ハリーノ ■私はあなたを愛してゐ 

るのです…あなた（戈ごう（私を愛して、下さ 

ちの）?』『エルネスト・何だって今更そんな 

事むさくの（もうわかって、下さる筈だのに 

ごうしてそんな事が聞けるの）…，世の何にも 

まして（愛してゐますわ〉…』

pli ol-» kaj vi?过きかれたのに對してMi 
amas vin pli ol ĉion alian en la mondo. 
★次の單語も敎へて下さい。】・帝國美術院 

第五冋美術展覽會出晶、2.二科展覽會・3・ 〇 

本畫、4.南畫、〇,パステル畫、6.水彩畫• 

7.スケッチ、&クロッキ.9.アブラ油、10* 

版畫（人阪市柳田氏）。

〔答〕1.I^ntrajo （又は skulptaĵo） elmon
trita （又は elmontritaĵo） ĉe la V-a Ekspozi
cio de la Imperia Belarta Instituto. 2.是は 

元文展で新派の連中が分離したもの故Belar
ta Ekspozicio de Modernistoj さでも譯した 

らい、でせう〇 3. Japana pentrajo又はde
segnaĵo. 4•.これ壮支那の南宋卷のこさです 
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aら勿論西洋人には說明なしで任わからぬで 

せ うが pentraĵo aŭ desegnaĵo laŭ la skolo de 

la antikva Suda n Sung u regimo さでし譯し 

了:らいゝでせう 〇 5. puŝteldesegnojo. 6. ak-

PRESEJA
英語で印刷屋の小僧の事むprintefs devii 

ご云ふ。雜誌編輯若なか泣せちものĥ賓に. 

preseraroで・實際に事に當つア:經驗のわち 

人仁正に双手をあげて賛同されるであろうが 

よしんぱ可萬人の校正掛が百萬校なやっわざ 

て誤植の絶無も期すろに難きこざ太陽の面か 

ら黑點か除かんざするご一般でめろ。玆に於 

て炉presejaj servistojたるものdiablojにから 

すIて何ぞやこの嘆盖が出づる所以でめる。

就中期Hで押へられる雜誌物に至っては誤 

楸は公然許容さるべ｝犯罪であみかも知れむ 

い。枚正不足の上に『今夜中に四頁書いて下 

さい』むご云ふ當番編輯良（ご云ふざもらい 

が口:印刷所一匡社へお百度なふんで校正を 

やち財團法人B本工スベラント學斡評議員閣 

下中の一人〕から嚴命がドる。四頁ミ云ふさ 

何でもないが六諛ベタ組さ云ふ我がKevuo 

Orientaに於かせられて二十字詰五十行二段 

さ云ふ頁だから4x2x20x50=8000 タ 

のハ時から十一詩まで息Iつがせず書きなぐ 

っても每分44.444•…語き云ふ怪速度を以てぜ 

ればならない。それが單に書き寫すので厲な 

くて頭カ・ら枚り出す時問を含めてミ云ふに於 

てRevuo Orienta編輯局Hは世界の大天 

オ描ひざ云ふb高言ではなくなち。玆に於て 

か書いてゐる內に原稿上に『誤植』をやる。 

頭の中から出て來ろ旣に『誤楠』になってゐ 

ちのIある・•一二れでは印刷屋の小僧からre- 

dukt巧ゝdiabloミ云はれるかも知れない。

閑話休题。印刷所の誤植にしても.編軻局 

の『誤植』にしても學習者な誤まる罪仁らや 

大でわる。本年三月皴以來.御愛誠な蒙った 

ra魁應答』.『他山の石山;『つみ菜集』中で 

氣の付いただけの『誤植』を一括抿げてお註 

に代へる。［p （壬頁・右一5（1右卿ドから5行 

vopentraĵor akvarelo. 7. skizo. 8. rapida 

skizo, rapida desegneto. 9. olepentraĵo. 10. 

ksilografaĵo.

DIALOGO
目の略］

〔三號〕

P・ S2 左一3 : super sia (I super via.
［〔四號］ 」 •

p. lli左一1，右1：nein (X nicht. 

右一12 : Irigada (I Mangada.

p.112 右18 : direktan (X rektan・

p.113 左 2: plezuio (I plezuro-

p.118 右1:tie prak-(エ tre prak-

右・5 : ĉi prezenti (I si prezenti.

P-119左14:そして又此の人魚讥ちはそ 

して又他の人魚たちも何人「それを知りi 

した.此の人魚たちも

〔五铁〕

p.146右一18:拔けやりは投げやり

..〔七號〕, -

p. 207 右 25 : efparolantoj (X elparo^ autoj n.

p. 20S 左］7 : strikta rigora.

右 9: sur ŝi povas は sur kiu ŝi. 

povas sin.
［ハ號］ . \

p・ 245,-13: modernan vivon, prezen- (X 

modernan vivon, Kabuki-teatraĵoj, prezen-. 

「九號〕・ ー ー -

p. 268 右 7 : th ee haflpĉnnv (X three half- 

penn y・

p. 269 左一10: Ajn に(X Ajn (X

p. 273 右 24: domandoj (X demandoj.

p. 277 右一10: stirter (X startcr.

〔十BO

P- 300左25, 2G:不定動詞(X不完動詞

右14: ), oni (X ) oni

右一1:pli strikta (X pli rigora

p. 30!右13 : konsi rinde (X konsilinde*

p. 305 左］7: moment (X momento.
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っ み

15.,實用能力の今昔（三）
全く沈衰してゐたFI本のエスベラント運動 

＜大正五年（1916）に（I復興の倨光がほの見え 

ĵ：e此の年からJapana Esperantistoの編輯 

を一切引・受けちニミになったので七年ぶり 

で年に十二號我行され得るようにむった。山 

鹿泰治.沒•井の兩君が大に手傅ってくれた。 

例护は丿］の第三水®HtXカフヱ一松下•其他 

の水曜日は物理學校で開かれた。Erosenko, 
Alexanderの二外人、大人組で（I中村、丘兩 

博士、束京支部幹啡の後藤敬三・高畠（大井〉、 

福田、淺井・杉山・吾輩なビが常連であった。 

自由にエスベラントな話す松崎克巳（東京）、 

小林茂吉（橋須賀）の二少年エスベランチスト 

の出現は其'當時さしてはたしかに蕭異でおっ 

たが兩君さも天折せられたのは惜しい。なほ 

エロ君にすゝめられて秋田雨雀君がエスペラ 

ントも始められたのI此の頃である。此の年 

四月二十九・三十日に九年ぶりで第三回日本 

エスベラント大會を開いた。二十九ロタの講 

演會で［エエ ロ 君が Nun estas tempo por semi, 
sed ne por rikorti.ミ云ふ演說なやり吾輩が 

生まれて初めての通譯なやった。五月十七日 

・國陸平少佐Bi】ch夫妻來朝・カフェー松下 

で愉快な會合を催した。

Orienta Azio•な發行されてゐた世界書院主 

人素軒原田勇美翁が逝去され・わがエロシェ 

ンコがブルマに向けてH本も去ったのは日本 

エス界にミって痛惜の至りでfeoĵ：o然し地 

方にも連動が起り始め辻利助.田中克三・高 

尾亮.神崎泉、相阪佶氏によって大阪に會が 

出來、カフユークレナイで會合花催Lた。

此の夏物锂學校で夏季講習會を開いた。出 

席者は九名でおつア:が・金憶、李一氏むご朝 

舒の方が三人參加・二れ拄最初の朝鮮エス乂 

ランチストであったろう。それに引きつヾい 

て自宅でその補習講習む行った。此の七冃に 

學校な卒業.灵年住みかれた橫須賞も引揚げ 

て九月から神田區鈴木町十二に家な持つ仁。 

幸ひ往來ぶちなのでエスベラント講習會E云 

ふ模造紙に下手な彷で書いた大看板を貼り出 

い"所謂『鈴木町時代』の出現であち。看 

板によって大分入門が知ち。足立武・平野長 

克、梶剛（今の梶弘和氏）なビの諾氏.さては 

三島章道.有鳥生馬氏など£見龙た外・リク 

ライナ人の E A. Kolomiec, ロシャ猶:fc人 

A. CherniikなどもH本人の問に交ってアグ

菜 集

ラをかいて講習を受けア:。翌年同町の二番地 

へ轉居。引昵、連績講習會も開いた。赤司 

褚・柬宮豐逹•河本禎助などの諾氏がみ之讥。 

だんだんよいエスペランチストが出て來7:。

五月十、十三口に第四回大會を催す。十U 
夕の講演に藤澤親雄君（帝犬法科在學）が聞き 

に來られ私の友人の藏重長男君の紹介で遇っ 

T:〇するご翌日來宅エスペラントの本を買っ 

てゆかれ、十三日館見花月園に於ける伶合に 

來られしきりにエスペラントで話されち。驚 

いてもう前からエスベラントをやってゐ仁の 

かさ聞くさ、いや一昨日本も買って咋□四時 

間程讀んただけである过云ふ。『四時問の學 

習でエスペラントな•話す』正にエスペラント 

學界の日本rekordoでめる。魁見花月囿の 

遠足會では喜劇 做光團』（只〇叱曲〇）芒云ふ 

prezentadoがおつ：:〇後藤、福田、T野・ 

Koloniiec, Alezander,淺井、山ノ井、小坂・ 

子役の能勢.野田兩少年さ云ふ內外名優ぞろ 

ひの國際大一座でわっね。

カフェー松下の會合では通俗學術講演もや 

みこさになり九月十九日第一回ミして吾輩が 

『ボギー車の話』をやつ7:。丁度その會合に 

行二うこして電車にのるご向側に脊の低いH 
本人のような外國人がゐわ〇何かしらGaimt・ 
let!だなご直覺した。見るミ手携カパンに 

E・G・ご書いてある。猶豫なくエスペラント 

で話しかける芒矢張りそうで會へ行く途中だ 

さ云ふ。病氣なごのため約十年エス乂ラント 

なやらないそう汇が可成りにしゃべる。

十一月には jy Japana Esperantisto K の特 

別『少年魏』も出し.松崎克巳（叮年人小林 

茂吉（18）.佐藤（17〕、瀬川重禮（20：の四君 

の文ものせた。此の頃炉ら若い人逹の間に工 

スペラントが擴まり出し了:。これは其後口本 

に於てエスペラントが隆んになって來た起動 

カむむすものでちる。

橫濱支部では每月一回千布氏むま1いて支 

部事務所たみ速水眞曹氏の御宅で講習花やっ 

てゐられたが千布氏が神戶へ去られたので哥 

輩が行くこさになった。間泰蔵、尾關、・佐々 

城佑氏なぎが來られた。そ二へ丁度瑞西人で 

ロシャでKsperantoをやったR・H. Dick氏 

（夫人はrusino）が日瑞報易商會■員ざして來 

朝した。いきなり飛び込まれてペラペラやら 

れてはわからないから小坂さんの來るHが例 

會だご云って”尾關氏を介Lて待ってもらひ. 
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十月十五Hの講習の日に大妻でやって來た。 

［速水氏は謠曲の名人で人が御敎授におづかり 

たいミ云へばエスペラントをやるなら敎へま 

ゼうこ云ふ熱心家。エスペラントの會の日も 

n本座敷に折疊の謠曲本ものせる小机が各自 

の座蒲團の前にキチンざ置いてちる。まろで 

謠曲のおけい二の樣。そニへ外國人が飛び込 

んだのだから正面へ椅子をそなへ、そこへ坐 

らせ、H本人一局着坐に及んで話なやみ〇ま 

ろで、幕吏ベレゝ）さ會見の場ご広った樣む有 

様。超尢て十七口の東京の會へも出席。此の 

Dickは非常な熱心家で・エスベラントも中々 

上手であった。熱心のわまりH本工スベラン 

チストへの鞍锂ぶりも屮々猛烈「H本に於け 

あ普及促進に持纸大書すべ¥功勞者•でめ・〇

『世界の五大國の一たる日本のエスベラント 

運動が、二んむ衰微な有梯ざは何事だ。Kia 
honto!』ま二ざにホントの事だから一言もな 

い。出遇へば『此の前遇った時から新聞に何 

废畀及記事を出し7:か。講演もやったか。 

Glumarkojを我行し化か。チラシビラをこL 
らへて撒いたか。育力者の處へ何軒廻ってす 

すめて來讥か・…』ご立てつヾけにやっつけら 

れろ。愼濱の連中なビニごござくおそれねな 

1て往來でDickの姿が見Hゝわて、橫 

丁へ飛び二むさ云ふ仕末。

十一月十二Hの橫濱の會へ行くミDickが 

最近來朝い：ざ云ふ二十歳ばかりのロシヤ美 

人F-ino I）. Treumannむつれて來た〇日比 

谷の東京ホテルにきまってゐゐので、歸りに 

けホテルまで送る。エスペラント（I相苗話せ 

Z»〇翌年三月頃まで日本に居た。其後橫濱へ 

移ったが一週に二三度行ってやらないさ7兵知 

5い。爭privataに齬すみ故此の邊•で御逹 

慮申Iあげる。

大止七年四月十九■二十一 0に第五冋人會。 

二十一日の鶴見花月冏の遠足會では福田君过 
吾輩さで Migranta Monakoさ云ふ狂言をや 

つ沢。Gauntlett 一家六人、Dick夫妻、Jun- 

ker敎t授夫妻も來られ人會にinternacieco 

の色彩が出て來た。例會しいち£ろしく國際 

的になり.此の年十二月十八日の例會（カフ 

エー松下がつぶれ日比谷の長樂軒さ云ふキタ 

ナイカフェーでやつア:）にはGauntlett （英） 

Kolomiec （ウクライナ）兩氏拄所用不參でめ 

ったがそれでもシベリヤから來朝のSoharev, 

JBalx:ock & Wilcox 柬京支店の Vaughan 等

U.英、瑞、K,獨.,ヒリツビン、ユダヤ七 

民族が集まった。此の中Soharev厲當時各 

地でエスベラントが隆んにかって來たシペリ 

ヤのBisk市の小學校の校長さん。年順で工 

スペうソト會の會長にされたのだそうでエス 

ペラントはカラッ下手。英語"更に!'•手て'縄 

井松崎君ミー緖に訪問 い;時人喜びで・ ーイ 

を呼でん Please ••-please tea tea and cake for 
for f）ur personoj !ボーイ仁目もパチクリ〇

此の頃は月薩!K第二）橫濱の講習.7K曜日 

例會、木曜□初等講習.金曜口中等講習. 

0 021!畫間初等講習。講習は當時のニミだ 

から何れも『講習無料茶菓の饗應あり』。そ 

れにJapana Esperantistoの編申Eな引き受け 

てゐたのだから可成りいそがしかったが今か 

ら思へば中々愉快であった。

大正ハ年（1919） 一片下旬。流行のスペイン 

風に藤澤君も普輩もやられ、藤澤君"縑倉に 

丑輩は橫須買に轉地した。三月二十二旅此 

の兩人ご東京からGauntlett,平野・橫須賈 

から粟屋久尉.小林、ノ、橋氏なĥが參加して 

鎌倉片瀬へ遠足、片淞のParrv氏も訪間。

平野君が主動で文螢研究會ざ云ふのが生ま 

れ銀座のウー ロン喫茶店で第一!P1を催した。 

藤澤君が人庭柯公氏なつれて來た。その頃油 

ののって來た事ざて『亦ドカシちめ龙』さ云 

ふのが（Ĥやつア:。それはベラペラエスベラン 

トで匕やべって夫な日本語に譯し新來の連中 

をアッミ驚Aす方法である。柯公氏日く『私 

肚今迄エスペラント任符牒み仁いむものさ思 

ってゐたら、ペラペラしやべられるのね聞い 

て趁いれ』壬告白された。その後帝人の講堂 

然板・吉野作造、大庭柯公、淺井、藤澤. 

小坂の講演會ん開孑、了って燕樂轩で晚餐會 

もやった時も新聞社の人を招待したので中村 

博士其他で此の『亦ドカシちまへ』なやって 

卿聞社の連中（朝日の土岐ĥ出席）なアツミ云 

はせた。此の年Erosenkoが印度から送還さ 

れて再來、Kuznecov, Seriŝev 來朝 〇 Se rise v 

も隨分うまかったがKuznecovに至っては私 

が嘗て出遇った中でも最も流暢なEsp. paro

lanto F吾エス界を益する:ざ大でわった。 

其後再び時は流れて十年。今日では多士濟々 

我がエスペラント界の前途はま二ミに洋々が 

みI,のである。

菜も東西すいぶんっみ荒し 了:二さ故二、ら 

で筆む擱く。
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さらば伯林!さらば巴里!

〔エスペラント滯歐!!記〕

九月十七日。瑞两伊太利の會誌で中斷され 

てゐ了:獨逸語のお稽古にBerlitz學校に行く。 

且つ會議の報告書ゝむ始めち。昭時長谷川を 

Sachsenhofに訪れる〇巴里にゐた戶澤君1來 

てゐた。
+AB (B9B0)〇 Gliickに電話もかけ長 

谷川ご共にゆく 〇 F-ino Glaserも來ろ。

十九B。長谷川ミ共にH本人會で夕食むし 

て Charlottenburgエスベラント會へゆく 〇 

Cafe “Zum Hutten (Kaiser Friedrich Strasse 
53)の奧でやってゐる。Gliickが講義むIて 

ゐる。了って例によりしゃべらされる。

二十日 〇 2J時半 Cafe Zum Alteni Askanier 
のペルリンエスベラント會へ® < 〇暫くすち 

ざ!.indemann君が來て、今Cafe Jostyで 

Perlin-Nordエスペラント會(Conradが指導 

者)が新講習會最初の講話會もやってゐちか 

ら崔谷川君ミー ・絡に應援に來てくれさの二さ 

で.こちらの會■な中座してタクシでかけつけ 

ち。お好みに從って一席辯じコンラッドが獨 

逸語に譯マ。23時頃Cafe Askaiiierの連中が 

その方の會を了って繰り込んで來た。ペルリ 

ンエスペラント界のaktivecoま二さにうらや 

まし»「至りである。

二十一日。艮谷川土岐君ざ輕い夕食花い二 

後21時頃兴クシでペルリン西北のTlaiĵhescher 
Hof (Rosenthalerstr. 40) ■で開かれた商業學 

校 K aufmaniiEchen Pi ivatschule von Otto 
Flatauer主催のAbschiedifest (卒業送別會) 

へ® く 〇何か儀式的のしのだろうご豫想して 

行った處が大きなhaloに一杯の人でク・ンス 

もやりビールな飮んでゐちのて面喰ふ。案內 

狀が來てゐ讥の仁が入場料をざられる。めま 

りかまひっけられないので長谷川大にフンが 

イすろ。やっさtubloにめりついてビールな 

註文すあ 〇 Kliinke, Ellersiek, Furda, F-ino 
Rosenbergなミ•の顔なじみが寄ってくる。舞 

臺で商業學校エスペラシト科生徒のteatraĵoj 
やダソスがめち。エスペヲント関係にはめづ 

らしいにぎやかな、花々しい會合でわる。24 

時頃かへみ。］

ペルサンエスペラント界には二大勢力が對 

峙してゐる。-(1 Gluckを大將壬す右Ber- 
liner Esperanto-Vereinigung ミ Otto Flatauer 
ん統帥さす ち Epperanto-Verbandes Esperanto 
さて.ある。前者は嘗て後者に何肝不都合がお 

って 吹革的に起ったtのでhomaranisino な 

眞向にふりかざし仁idealistojで.芒・この國 

でも然りでめる如く實によく働ぐ。此夏の 

AntaŭkongieoOのaranĝojや今秋二十五の工 

スベラント講習會な同時に開催すろな芒'、身 

な粉にして.宣傳につさめてゐち。講習はし 

かも實費のみご云ふ方針でめら。後者に所詛 

praktikulojでOtto Flatauerのエスペラント 

商業學校、Ellcrsickのエスベラント書店等. 

よく云へばヱスベラントを實用し.惡く云へ 

ぱエスペラントな唸ひ物にしてゐる。前者(エ 

無報酬で働く bataliono da idealistojな率い 

て居り.後者は獨逸の新間王たるKudolf 
Mosse も抱き込み、Germana Esperantisto, 
Bsperanto-Praktiko兩雜誌を擬して勢力も張 

って居ろc前者は览昧で後者は華かである。 

兩者の間の大同團結“到底出來ろ筈はない。 

B.E.V.の二十五の講習會直九しかにE.V.B. 
にごっては痛事でエスベラントな賣物にして 

ゐる私立商業學校にこってはお客も壬られみ 

形で.商箕上の打翠であら。P^peranto-Prak・ 
tikaには『B.E.V.の連中はidealo呼ばわり 

なし乍—講習會に矢張り金をごみではない 

か』さ云ふ可成りな膈倒の記事を出した。獨 

逸國立 Ksperanto-Instituto の direktoro D-r® 
Dietterleはいやしくし换逸國內のエスペラン 

ト敎授(エ當國立學院の管下でわるのにか、わ 

らずベルリンの此等の儁習會は當方の許町な 

;して開いたIのでけしからぬ壬非難した〇 

Gliick, Flatauer兩大將の握手も別策すら連中 

もめったが.中々二んな風て・出來ない。二う 

云ふ idealistoj ざ praktikuloj の對立laboristoj 
の分離はエスベラント匝勤が隆な國にはビニ 

にしめちfenomenojで、何ごも致し方がない 

二さであろう。そして金!］エスペラント運動 

技實際的の貢獻をなしてゐちもの任idealistoj 
过laboristoj ミである 〇 Praktikuloj (I ビニマ 

も『エスベラントの實用化』を徒らに叫ぶの 

みで自らは働?かない〇 Berlinの此の連中はむ 

しろ感心に働く方でわる。たヾ氣の毒仁 ミ 

にはOtto Flatauer (よ此の正月gripoの爲め 

に急に死んだ二ででめあ。

二十二日〇約束の13時15分長谷川ご共に 

F-ino Bosenberg方へ行く。同孃任芳紀二十 

歳位.ロシャうまれのĉarmcgtiな美人で・エ 

スペラントは買に流暢に話す。Privatが嘆賞
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Iたざ云ふ折紙附。F-ino AVurtも來てお茶 

な御馳走になり、19時頃東洋睛へ行って日本 

食な②馳走する。例時タクシでペルリンの新 

銀座街7:み Kiirfursten Damn1の Cafe Wien 
へゆく.中々の人であら。柬洋餡へニこづけ 

て置いたのて•遲れたGliickがやって來て愉快 

，に時をすごす。 ・

二十三口。18時半長谷川さ共にGliick方に 

ゆきŜink panetojを御馳走になり、19時半 

F-ino Wŭrt ミ四人で Berlin Nord-AVest エ 

フ、ペラント會の普及會I二® く 〇 uVortrag liber 
Esperanto・Spradie・卫s sprechen unter anderen: 
Herr Ministerialidir. Dr. Ossaka u. Kerr Prof. 
JIasegawa, beide aus Japan.''云々;i 刷ったご 

もらいチラシビラをまいた二ざざて定刻20時 

牛にけ會場の Dorothen-Lvzeum （AVilhelrns- 
liavener Strasse）の敎室は一杯ごなら〇 F-ino 
Glaser,吾輩、長谷川、Gliickの順序で講演。 

@2時半終ってエスペランチスト連十數近くの 

カフェーに行って話L24時.歸る。

二十四日。】6专半尺谷川來る。今Hホテル 

（Sachsenhof）な引拂って下宿へ移った由。L 
ばら ; 話して常盤で夕食。2時15分Bettsack 
天人方へ® く 〇 Gliick. F-inoj Rosenberg, 
Wŭrt, Glaser等t來て約十人程になりお茶に 

よばれ“

二十五H （日曜）。家で躅逸語の勉强をやっ 

てゐるざ14時牛頃艮谷川戶澤右が來了:。土岐 

君がいよいよベルリンを去るのて'夕食を一緖 

にしようご約束しア:のでS aclisenbofへ電話;t 
かける。不在。15 II¥ごみ行ってみるざ不在。 

わるの6feで一杯やって歸ってみたが不在。 

士?向の岡上守道君（朝日新聞）の家へ行ってみ 

讥が矢張り居らない。是に至っては長谷川た 

みしのフンガイせざお在＞龙ない。例の『フザ 

ケタ奴郞だ』な連發する。おミから土岐看『僕 

もベルリンへ來てエうこうフザケタ奴郞にな 

った』さ大笑ひだった。17時近所のMozart・ 
saniの活動も見物にゆき歸ってみたら上岐氏 

の置手紙あり、岡上氏方に行ってゐるざの事 

で畫話なかける。土岐氏歸って來られ.一緖 

に常盤へ行って夕食。歸りにCafe Victoria 
へ寄り24峙頃歸宅。・

二十七日C役所に居たらRudolf Messe社 

から此の夏Berliner Tageblattに書い'T:記事: 

・に對し原稿料さして40マルク送って來た。外 

•國で原稿料かてぎ任Eが初めて。

三十口。2）時良谷川;E.B.V.主催のC#他 

Dobrin （Mackescher Markt）に於けるエスペ 

ラント會にゆく。アメリカの落選大統領クリ 

ステンセンが來てゐた。同氏壬は1922密に 

日本に來た時初めて遇ひ（その時は長谷川、 

保阪君E訪りた）.ニューヨークで遇ひ、シカ 

ゴで遇ひ、ロンドン、パリーでも遇然にぶつ 

かり•今又べ，レリンで出くわす。ニうなって 

（よ奇遇も度を過ごして、世界が箱庭位な感じ 

がする。

十月一［］。しう 月ミ（I居らないのだI旅 

行にも出る豫定故下宿で（I損だから引孑拂っ 

てSacbsenhofに移ちウ

・三日。六時學校から歸っむら昆谷川から電 

話。その下宿（戶澤君も同宿）へゆき三人で 

Kant^rasseの 支那ffeへゆき、歩いてKaiser 
Friedricb Scbiile （Charl. Knesbeckstr.） ［t 於 

けろ两部エスベラント會の講演會にゆく。大 

講堂が一杯でヽGluckが例の調子で司會して 

ゐる〇 Christensen.も來てゐて、長谷川、吾輩 

共々引つ張り出されて講演をやらされゐc

四ĥ。ひ時頃長谷川ご共にD-ro Fuldaの 

處に® ＜ 〇家の丽でChristensenに出遇ふ〇 

御茶によ江れる。Fulda仁『英阈人口中のシ 

ヤカ•イモ』の件でも知られる如く實に愉快な 

老人。モスクワでは犬邸宅をかまへて時めい 

てゐたのが革命の亢めに透げ出して來たのだ 

が.幸少し任財産な持って來たさみ龙て瞬西 

亞人流のまこざにのんきな獨身生活もしてゐ 

る。若い時には中々遊んたらしい.ま二ざに 

ざばけてゐら。蓄音機花かけてチャールスト 

ンむごもやら。頗み手に入ったものでChris
tensen しきりに感嘆すろ。Fuldaは先約がお 

ろざ云ふので（Christensenだけもつれて常盤 

にゆき日本料理をごちそうする〇食後直ちに 

三人でCafe Jo?tyに於けろエス會へ® く。

六日。夕長谷川ご支那食にゆき21時Cafe 
Woerzに行き、Heliaの案內でResidence 
Casino （Kazino）へゆ＜ 〇犬きなタ.ンス場で 

各卓上にに番號札が抿示して却リ草上電話が 

ある。よいお相手がわれば電話をかけてグン 

スの約朿がやれる。B本人なごは忽ち四力か 

ら電話がかゝみ。今夕は人變むこみ方で 

libera tabloなく、やつĉ 一つの卓の一隅で 

一杯やったが透げ出す。次にmalnova 座 

街たみFriedrich街のBonbon* Ĝreへゆく 〇 

正面に舞臺あり.中央のダンス場も圍んで食 

卓が並んでゐる。矢張り卓上電話がめろ。然 

しResidence Casino （I仁いぶ下等だが二＞ {I 
貴族的でrtage danceも見事なL 〇〇但L酒 

I食物も高いのは勿論。

七日〇 20時9分 Anhalter Bhf,發 Mŭnchen 
に向ふ。 ・
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八日〇 :時半Miinchen若“驛前のHo tel 
Exeelessiorに行く。朝食後直ちにタクシで當 

地の U. E. A.の Delegito S-ro Hans Tressel 
氏方へゆく。ひざの家の裏になってゐち家の 

二階に住んでゐる。奧さんが出て來て商會へ 

行ってゐなミくわしく道を敎へてくれた。但 

L奧さんがエスペラントで話してくれたから 

よ ； わかったのだ。敎へられた商仰へ行って 

面會し一寸話して辭去。直ちに有名K Ger- 
maua Muzeoにゆく 〇宏人なのに驚く 〇夕ホ 

テルに炉へろごTressel氏が今夜（I血borisoj 
連のエス會のエスペラント四十年・紀念祭がお 

7沁、らそれへ案內してしれおために來"時 
間があるからさ云ってĈefstrato 歩いて、二 

れも有名なHofTbrauhaus加案內してくれる。 

ミンヘンビールの本場、階上階下に老若男女 

が身動孑もからぬ程へシあってbruĉoでビー 

ルなあほ ってゐみ右樣は外來者の膽をつぶさ 

すに充分である。再び歩いてエスバラソト會 

場にゆく。ビール會社の二階の廣問であらか 

らビール“お手の物。それに演舌ヽ音樂、朗 

吟なご中々巧なprogrnnmranĝo.例に依て一一 

場の演 說もさせられみ。前にも書いた事がお 

みが歐洲 間に於けみエスペラント運動

は極めて盛んで.エスベラントの將來找全く 

勞働者に俟っざ謂ってよい位である。然し何 

地でも彼等はburĝoj-esperantistojごは決して 

提携しないc S.A.T.の如まはburĝoj-esperari- 
tistojの會合に出る二ざすらも禁止してゐる。 

歐洲人.ニミに此等 踰耳は中々偏狹である。 

尤もニれ仁歷史的に相容れ厂羽目になって來 

たものではあろう。然ろに此の^fiinchen市 

で仕兩者がよく提携Iお互の會合に呼び合っ 

てゐるのださ云ふ。

九日 〇 朝laboristoj esperantistoj の Efpe
ranto 檢定試驗が催されろので矢張り一場の 

演說もやってくれこの亭で出わける。受驗生 

は三四十人あり地方からも受けに出て來てゐ 

ろしのもあちご云ふ。試験はすべて口答試驗 

である。依怨によって訓刀:演說⑺をやって 

中座して uibodonio の sonorantaj dancpupoj 
な見にゆく。滋に子供じみたしのであろ。再 

び Germana Muzeoの 見物〇 時55分 

Miinchen 發。

十EJ 〇 7時56分しeipzig着〇驛前のPark 
II otc!へ行く 〇 早速 P-ro D-ro Job. Dietterle 
へ電話をかけら。氏は不在である。然しその 

お役所たる獨逸阈立エスペラント學院Espe
ranto-! nstituto por la Gern：ana Bcspabliko へ 

行ってくれ、IX* bel ［autoが居るからミのこざ 

で出かける。大キな一室が事務所になって居 

り、一人のm aljunulinoが渤いてゐて例の失敗 

に了った世界ヱスペラント統計のbartojな 

見せてくれたりすら。市內見物をやらなĥ遊 

んでゐちjunuloに載んでおって今來るから 

それに案內花さぜるからざの事。各调过t（X 
んざに働いてゐるエスベランチストは普通多 

忙で人も案內してくれみ時間はない、時間の 

めろ様なエスベランチストは料理屋でうまい 

しのでもウンビ註文してお相伴にわづかろう 

ご云ふ樣な手合が多い。淺田博士Lそんな事 

な云って居られたがエスペラント旅行は中々 

金がか、ち。それに市內見物位の獨逸語なら 

1］通じないこざもないのだが.程む < その男 

が來たので案內も沢のむ。然しエスペラント 

で通じらざなれば矢張り便利此の上もない〇 

先づ!lirt und Sobn書店に行ってEsperanto- 
Fako の directoro. S-ro Bcrnbard Kotz にあ 

ふ。それから市內見物cタ、國立エス學院の 

あらJohannisplatzの向ふ角のrcstr:icioでタ 

食してゐろざ四五人エスペランチストが集っ 

て來て一緒にタ倉をする。今夕は丁度Lcipztg 
エスペラント會の會合口で食後會場へゆく 〇 

型の如く演說もやらされる。會後再ぴ前の 

restracioに行ってビールな飲み乍ら話す。中 

に二人の男がお前碁が出來らがざ云ふ。自分 

たちは大に碁の硏究もしてゐみ。歐洲T：i/： 
いぶ碁の愛好者があって雜誌が出てゐろ.そ 

してエスベラントで書いてある。實は本場の 

□本人ざ手合任せむしたく思ってゐろ處だざ 

の事。ニちらはザ,レにもならない程度から生 

憎明日出發せればならないのだが「遣感の意 

を表して置く。

十—Ho Hirt und Sohnに行って少しく本 

も買ひ込む。Kotz氏任口本の某ごエスペラ 

ント圖書取扱者が註文の金を拂ってくれず何 

さか取立（I出來去いかミ云ふ。賓に遗憾の極 

みでペル1ンでしパリーでL皆此の連中が借 

金のふみたほしをしてゐて・此の處!］本の工 

スペランチスト甚だ信用がない。コう云ふ點; 

からし此の連中に遠慮龙てをせず・ H本ヱス 

ペラント學會•が洋書取次もやって信用恢復も 

圖る必要があろう。しかし歐洲のエスベラン 

ト出版者は立ち行かなくて經濟上困り。いて 

ゐおのであるから。14時3分Leipzig發.15 
時35分Chemniz着〇ザクセンエスペラント 

聯盟のFeder氏其他のエスペランチストが停 

車場まで出迎へてくれた。二年前（1925年）吾 

輩がアメリカに着いて間もなく闕® Espe
ranto-Ligo の名でHeroldoで吾輩が海外旅fi 
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の途に上ったさ聞いて獨逸に來た際には必す 

嫌てくれさ云ふ招徐を受けたもので.英後吾 

吾が中々来國を煤れむいので若しゃ來ずに歸 

阈Iたのてはないか芒云ふ問合せが來たりし 

r;〇止に二年越しの好議で.是非さも此の小 

さな工業町を訪問する義務を有してゐ7:ので 

めつ仁〇時問が少しもちからさFeder氏の 

案內で附近で有名な、病弱兒童學K3も見にゅ 

< 〇 CbeinnAzに歸ってホテノレに案內せられ 

ろ。他に適當な會場がないからご云ふのでホ 

テルの食堂处場にして.市中へも講演會の 

ピラん帖り出したのだが.小さい市で找あろ 

し，何分急な事なの'でそう人勢は人け集まる 

まいごのこざであったが席がない位めっまっ 

T:〇おまけに講演も始めて少しむっこ勞働者 

エスベラント會の講習會がにHてその連中が 

三十名程なにれ込んで來了:ので芒・うすみこざ 

も出來す、幸ホテ皆の大食堂の方が明いたの 

でそちらへ移って講演なつヾけた。

十二日。朝元學校の先生で今ii pensioで 

老後を養ってゐゐさ云ふ御老人が■市內案內 

（さ云って見る處（［むいが）か了;がた停車場へ 

送ってくれる。二三人の見送りがちる。1〇時 

就分發、13時26分Dresden着〇 Danzigでお 

なじみのS-ino Camilla Fiirthが停車場へ出 

迎へてくれ.ホテルへ案內してくれる。夫人 

の家へゆく Danzigへも來てゐた息子さん 

（十二歳位.エスベラントを巧に話す）も學校 

から歸って來た。エスベラント文蜀協會Es
perantista Literatura Asocio の會頭 了：お Marie 
Hankel夫人力へ案內されよ。ニの高名な 

e?perantEtinoは餘程以前にハ十の壽を祝は 

れたのだからもう九十畿でめろう。然し少し 

H/k•惡くし讥のご立居が少し自由でないだけ 

で中々元氣でわる。話はあまり流暢で任なか 

った。辭してFiirth犬人芒坊ちゃんごもタ 

金に招待する&

十三日。朝Fiirth夫人ホテルに來てくれ 

市內見物の案內。夫人方に行って畫食な御馳 

走になる。】4時S分Dresden發・17峙11分 

vレリンAnhalter停車:圾歸若〇あわ了:かし 

い旅行であったが全くのエフ、ベうソトの旅で 

あった。

四日〇 F-ino Rosenberg から20時に 

CMc wienて•遇はうこ云ふ手紙が來てゐたの 

で少し前に行って待つ間もなく十七八にし見 

龙Z> bob髪の乙女姿んめら（二す〇 Cafe Wien 
でお茶をのんで暫く話し、同じ Kurfiir^ten 
Lhimm の並,びの Charlott Gisino へゆ く 〇 こ 

トロお客のク・ソス場はなく scenejoでゲンス 

がおち。それな見乍らbaumvinoの杯をあげ 

る〇

十六Ho ；〇時F-ino Rosenberg及び長谷 

川ご共にAdmi rai Palastへ® く 〇アメリカ 

のvodeviloでわか たヾちがふのに飮ろ食 

ひし乍ら見物する點にある。

十七liC朝Rosenbergがホテノレに來てく 

れgramonibndiskojむ買ひにゆく 〇 一々かけ 

てあれがよい二れがよいざ選んでくれた。音 

樂には耳がなJ獨逸語て7舌がまわらわ吾 

輩さしては大なみ助力であっかが、适怯乍ら 

此のdiskoj （［歸途船中のヒーターのため悉 

く損じてしまっれ。役所へ行く。夕長谷川が 

くみ。エス會合でよく£U・Tegeiのエスペ 

ラント會長J. Doeri吗さ云ふおばわさんが 

口分の會でt何か講演をやって <れざの事で 

出かける。大ベルリンの內壬は云へ電車て・二 

時間近くか、る北方でめる。それに雨がふり 

出した。201#半Tegei湖にそったホテルの 

廣間で講演。

十八□〇 夜（dfe Ascan:erに於けるエス 

人ヲント會・長谷川ご共に行く 〇大石氏もべ 

ルリンにかへられて出席。吾輩の送別の會ミ 

云ふわけでGluckがべ,レリンに於けち吾輩 

の宣傳のお役に立つ兀ニミをしち上げてくれ 

ち。おわかれの演說をやち。會後 Gkick, 
f-ino Rosenberg,ヽゝiiriむ芒'の常連ミ Cafe 
Jo.3teyへ行って遲くまで話す。

十九口 〇 Giiick任近顷 Witt€nherg出版 

書店で云ふのな抱き込んで貿易商錄,，Expe・ 
ranta Internacia Komerca Informilo G i 
ĥえらい物を出版させる二过になって.そ二 

で編輯艮壬して働八てゐる。朝その社に寄っ 

て社掩に遇ひ宣傳のダメ押しなや“ Ghick 
ごー緖にハクシマ5$逸鐵道省 Centraiamtへ 

ゆト vic-prezidanto の Winder 氏にめひ、更 

に容車及び貨車の主任にあふ。皆英語が出來 

ないのでエスベラントでやりGliickが通洋 

する。賞問が了ってからGliickおもむろに 

今のは日本語で（よないエスベラントでござち 

ご例の宣像をやり、丁度井上君から送ってく 

れた鐵道省發行の Nipponlando 一本を獻上 

に及ぶ。ホテル115550 /;らD-ro Klinikeか 

ら竈話でパリーの西村光月君がパリー引揚げ 

歸朝の途上今口18峙ペ,レリンに着くさ云ふ知 

らぜがあったこの事。然しペルリンミ云ふ停 

車務はないのだから長谷川にZoo停車場へ 

出てもらひ、D-ro Klinikeご吾輩ざが Fri・ 
edrichst*asirieへ出迎へろ〇 列車“事故のた 

め延著し了:が西村氏の姿が見尢ない。Klinike
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ミー緖に吾輩のホテルSachsenhofへ歸って 

みちさお客が來て待ってゐろざの二さでさて 

は西村氏がミ思ったらf-ino Rosenberg, Wii- 
rtざ戶澤君さでめつ沢。その中に長谷川が 

おンヤリミやって來て矢張酉村氏が見丈むか 

ったこ云ふ。仕方がない炉ら一同そみって支 

那料理へ夕食に行き・歸りにCafe Kavam 

に寄って話す。

二十日〇朝早く D-ro Klimkeから電話 

て两村氏は矢張昨夕來て.ペルリン第一流の 

hotelo Kaiserhofへ宿ってゐろこのこざ故早 

速かけつけら〇その中にD-ro Klinikeざ長 

谷川さ來る〇四人でKempenskiて•晝食〇两 

村氏（1Sachsenliofへ宿がへされる。タ役所 

からホテルへ歸ったら長谷川、戶澤.Wiirt 
が來る〇夜西村氏ビCafe Victoria Louiseへ 

ゆく。

二十三日。辰西村氏（1柬日本へ・吾鲨は 

西パリー^立つので停匣場へ®き先づ西村氏 

む見送り・少し時低があ〇ので Gliick, KIi・ 
ke, Flatauer,大石，搔谷川,戶澤,f-ino Ro
senberg, Wiir!きそばのCafeへ行って飮ん 

で話す。その中に時問が來たので停車場へ引 

3かへす。長谷川兹に於て茶目振な發揮し・ 

S-ro Ossakaは何も今［1出立すみ必娶にない 

のだ〇皆が、就中f-ino Bosenbergが一日延 

期d決議すれば服從すらに相違Tいゝ.そして 

Iうーご晩ごニかへ飮みに行二うではないか 

ご云ふさてつもない提案を出しt:〇かくの如 

き決議でなっては吾輩たちtの後へ引くわけ 

にはゆかない。よろしいざばかり荷物を一時 

預けにほうり込み一同ざ共に何ざやら云ふ立 

派なカフェーへ® く（但し大石,Klimke, F1- 
ataucrは歸って行った）。24時近くまでしゃ 

べって皆さわかれ.戶澤艮谷川ざ共にf-ino 
Eisenbergも御家まで送る。靜かなペレリン 

の夜は更けて・街燈は少しはなれて先に步い 

てゆく艮谷川戶澤君の姿なおぼらに照してゐ 

み。尽を押Iつけるようにして歩いてゐた 

f-ino Rosenberg （ミ急にいたい位キュッミ私 

の手を握った。仰げばうすぐIりの空に4星 

のまた卜きいい、。先へ行く二人の足音が空 

虛の中も行くようにひ£＜〇

二十四［］〇 21HJ 5 分 Friedrich strasse 停
車場廣。ペルリン任深い思ひ出さ共に闇にす 
影れ心

二十五EJ 〇12時2分ペメレギーBruxelles着 

二十六H13時?5分同市發、翌タパリー着。荷 

物を停車場へあづけて地下鐵で元良谷川の卞 

宿してゐたSATの編輯良Lanty方へ® く。

長谷川の屈た部屋にブルカ・リヤから來r：Iv;m 
Krestanoff,が來てゐる。SATの雜誌編輯の乎 

傳ひTJSdれて來たのだ。*Gremkampざ共 

にパリーのよい話相手が出來たわけて・あら。 

一緖に同じdomoにあるHetei Lnxeへ行 

ってみるざ部屋が明いてゐろざの事で借りろ 

こざにする。—［120フランで安い。Kr.ミー 

緖に近所のrestora（doで夕食なする。別れて 

Gare de Nord （北停虫場）に行って荷物をさ 

って贞クシでホテルヘかへる。21峙半 Verda 
Katoの會合にゆく 〇 !-e Cornecg夫妻娘の 

f-ino Jeannet,酒屋の主人Dubois等十人程 

集去ろ。Verda Katoも近來は更にふちはす 

呼物のkabaredoをやらにもaktorojこざに 

aktorinojが不足でわる〇これでは Verda 
Katoの存在（［無意だから解散して1まはう 

ざしe Comecq, Dubois等が圭張すろ〇 Neis 
一人が存緻も主張すち。そのmiaŭadoたち 

や正に悲しで^〇〇 Krestanofご共に先へ失 

敬して歩いて知時10分頃ホテルへかへろ。あ 

きで聞く过Neisが頑渋ってざうざう存絨ご 

きまつ允そうでfeoo • ゝ

二十七H。St. Miche】へ行って畫食.散 

髮もして風呂牍へゆく。夕Kre.tanofが來 

て共に夕食、Port St-Martin 座で Chantecler 

なやってゐちから見に行こうざ云ふ。何でも 

二十年ばかり前に初演で大に當て口本でし新 

聞が書き立てたのな覺まてゐるので・芝居見 

物なぜわまり好きでない吾輩も行って見み氣 

にむる。 ゝ

二十八日〇比時しanty方へ® く。Kres- 
tanoff が口本の某氏に自著 Bulgara Lando 
kaj Popolo 20册、Proksinia Oriento 名〇册の 

借しがあらがいくら催促しても返事ぶくれむ 

いざニぼす。某氏に兎に角n本のエスベラン 

I-中興時代に貢獻のめつれ人で默Iてゐあわ 

けにもいかないから金を拂ってやら。Kf・も 

目下窮狀にわる際ごて人に有り難がり日本の 

エスベランチストに同胞の名聲の金を 

拂ふ買にpatriotoださGrenkampむごに吹 

聽してゐ7:。一緖に 比 Michelのブルカ・リ 

ア料理店で夕食し201$30分Sorbonne九學で 

のエスペラント例會へゆく 〇 Warnierの司會 

で Aymonierが何か文法問駆をフランス語 

で長々さ講する。エスベラント文法の人家. 

Aymonierはエスベラントは話せないiの事 

でわち〇 Cart, Grausien-Maupinなごも來て 

ゐた。22挣半例によりCafe Clunyに引きわ 

卄て飮み、例dJ會長、Va nierが全部丈 

拂ふ。 •… :•::''
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三十B （□曜）。午前一岡本协行君來ろ。 

K restan ofi*ご三人で歩いてSt. Michel*まで 

（$＞きKrestanoffさ別れDuvalで畫食yGren・ 
kanipの處へ®き第三回のエスペラント古本 

買込みんやり2390フラン拂ふ。前後三四百 

囲ばかりのお買ひ上げなやったわけである。 

Gr.し商買上手になってしingvo lnternaciaの 

Jarkolektoなご製本しないバラのまゝで、40 

sv. fr.（十六同）ざ云ふ高價でわる。三人で 

（iife Soufflet へゆ く 〇 K restan off も友人さ來 

てゐ汇〇18時牛頃Gr・ざPalais Roya!の 

ĉeĥa restracio へゆく。

三十一口。・午前、本む買ひにゆく。話時 

KrestanofTの處へゆき一緖に地下鐵でobliga・ 
doへ® く。暫く待ち合けせるさArnould夫 

妻も來て常盤へゆき口本食を御馳走マみ。城 

井博上に遇ふ。城井さんエスペラントを忘れ 

•た;iてフランス語で話される。甚だ失禮な申 

分だがそのフランス語よりもエスペラントの 

方がたしかにお上手であつ了:。Kr・芒一緖に 

I-aborista Borso の勞働者エスベラント會へ 

ゆ ＜。誌はれらまゝに” Tiel nomata inter
nacieco de radikoj uざ云ふような講演なや 

りSAT連中のlingvoに一寸痛鑿を與へた。 

散解後Grenkamp, KrestanofTご三人で近所 

.のカフェーで話す。

.十一列ー日。 夕 Grenkamp ざ KrestanofT 
來 り一緖に 近所の Franco-Italien restraci〇へ 

ゆき夕食、Gare de .Lyon前のCafeでして 

らく話す。プルカ・リアではエスペラントの大 

家ざして自他2ちしたのだろうがKrestanofT 
は矢張りGrenkampにはーニ枚役者が下る。 

:SATの編輯助手ざしていつも誤が多い芒云 

ふ攻擊があろが今度は人丈夫だ过云ふ。Gr・ 
そんなら見せろざ雜誌もり上げ五六行の中 

に苦しむく數ヶ所の誤植や語法の誤を见つけ 

ゐ。Kr,先生ギャフン。

二Ho15時岡本君來リ Mngasin Louvre 
へゆ^買物。常盤で夕食.時間が早いので歩 

いてシャンセリセ' 一からGranti Blvdも通 

ってVerda Katoの會へゆく。21時40分だ 

がまi:・誰も來てゐない。暫くして十二三人集 

まあ。然し胃!際都市たちパリーだけに8 na
cioj もreprezentiしてゐた〇 ‘ '

三日。手紙も出してNord纖道の 

direktoro Aysterman から畫話・明［!行く約 

束もすみ〇 •:

四Ŭ 〇 KrestanofT來り地下蛾でGrimpeへ 

•缈き菜食料理店*Le Foyer Vĉg^talienへ缈 

•く。こゝの使用人は皆エスペラントがわかる。 

食事仁3フラン（二十匹踐）で蒙照おの草具の 

如し 〇 Gare St. Iuasareの中にめらNord鐵 

道會社へゆきSyĥt«rmanに遇ふ。鋼$2客貨 

車に就て調べたいのださ云へはそんなら車輛 

硏究中央局ざ云ふのがめろからそ二へ行けば 

よいざ電話もかけてくれる。士木省の許可が 

むけれは面修は出來わざ云2、ここがわかみ。 

暫く話して辭去.19時f-ino Royの案內で 

モンマルトルの料理屋で初めてカタッ▲リ 

Ceseargots'）も食ふc Palace Gaumont で活動 

寫眞を見る。ニれは1914無萬國人會（大戦で 

やめ）の會場さされてゐたtの。

五口 C14爪¥ Orenkampの處へ®き買込本 

かタクシに績んで一緖にホテルへかへち。暫 

く 話 L て しanty の處へゆ く 〇 KrestanofT （J 
Lantyミケンカをしておんで、しまった〇し 

f-inoリムーザン.G.加支那料理へ招待。 

Cafe d' Ilarcourt で話す〇

七日。Gr・さ土木省へ2呂・車補诉究中央 

局行きの許可をもらふ。

ADo Gr.ご車輛研究中央局へ®き客貨 

車設計のVallencien氏にわひ質問をしたり 

刷物冷戏ったりする。ポーランド人の通譯で 

□本人さ佛入さが技術上の話が出來たのは全 

くエスペラントのお蔭だ。19時半Cafe Sou- 
Hetへ®きGr.の案內で岡本、岡田（鐡逍省） 

ざ共に Foli restracio へ® く 〇 Kostecki な 

ごも來てゐた。

九日。15時半Gr.の處へゆもVortoj de 
Cart.二十部其他を受取り一緖にタクシで氷 

テルへかへみ。16時半しantyの處へお別れ 

の挨拶に® く。洱時岡本君も來ら。つれ立つ 

てGare de Lyonにゆき夕食をし、ノヾリ發。 

父が十八炭から約十年も送ったKリー・今そ 

の子たお私も可成りむなじみの出來丫:パ9- 
も思ひ出をのこして去ってゆく。さらばパリ 

一过呼びかけ仁いなつかしい氣がし？:〇

十II。朝マルセイユ着。十三B出帆。ナ 

ホ*リの夜。カイロの月。朝Qに照された金字 

塔。印度佯の浪のうねり。セイロン岛の樹下 

隆。シンカ•ポー,レの岸邊。香港の夜の街… 

二年餘の外遊を了へて十二月二十二日東京へ 

歸り着いた私じ、その夜JOAKのmikrofono 
の前に立たせられた。萬餘の新しくエスベラ 

ントも學ぴ始めた人々に交って古い同志の方 

々い多數耳もすまして聞いてゐて下さろので 

あろう。何ざも云"ヽaなつかい、氣持で私は 

講義の放送にか、ったのでわった。了って階 

段な下石さ、しうそ二にはむつかしい友の姿 

が見楚た•…。〔終1）
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★ KION RAKONTAS LA AMIKOJ DE PECJO, 

de Hennyn:a Ztir Mŭhlen, trad. de Scnhere- 
digito, No. 6 de Biblioteko de Sennaciulo, 
11 x 15 cm. p. 54, Prez. 0.60 mk. g. eid. de 
Sennacia Asocio Tutmonda. Calmstrasse 1, 
T^ipzig-0-27, Germanujo,192&

Onklino Mŭĥlenさして無産者子弟に親し 

まれてちプロ作家の作品のドイツ語からの工 

ス譯である。怪奇な幻の國や超H澗的月建的 

なお伽の國からfabeloも引ずり下ろIて現 

實の人間の悲慘な生活を理解させちご同時に 

新しい希望も別な方而から抱かぜみように、. 

于供向»二語られ讥物語でわら。主人公（し 

Petro过いふ父な失って laboristmo である 

母親の細腕に養はれている一人つ子。そして 

彼が一人寂し く部屋に痕てゐaその退屈の慰 

めに室の中にある花炭やマッチや蒲團や草花 

がめいめいに自分の經歷に交ぜて生產者皓級 

の悲慘な生活な物語り更によりよい世の中沧 

持ち來彳鍵は彼らの强い一致卿結によって與 

丸られるさまて說いてFetr・〇に敎龙みのが 

本書の筋でめろ。新いゝ型のfabek）ミして 

又その譯文の平明流暢の站からも初學&向» 
さして推稱するに足り〇〇 ・V .「.，

★ AMO KAJ POEZIO, de Jari von Schoor,14 
X 20 cm., p. 94, prez. 2 belg. havebla ĉe J. 
U. Schoor, Julius De Gejter straat, 14911, 
Belgujo,1928.

表裝し紙も上等。內容“愛さ詩な設美した 

70許りの詩な集めたもの。「秘旳た戀」「最初 

のキッス」「あなたの心」…•「水車」「海」「月 

の散步」ktp.の目次を見て「解2、ように廿 

い辛いセンチメントがdolĉaなritmoさ流 

麗な文旬が盛られてゐる。前記のfabeloに 

比べいゝ一段さ上品な優雅なものである。 

leo Jungのeposo以來の佳作ミして推せみ。

★ LINO DE IZRAEL, de Sir II. K. Ilaggard, 
trad. de E. S. Payson kaj M・ C. Butler,12 
X 19 cm , p. 21?, prez. 5 bii. eid. de The 
Esp. publishing 142, Iligh Ilolborn, London, 
W. C.1・ Anglujo,1928. Q

大衆文學の作家壬Iて日本でも有名K Ha- 
ggardの作品を Falaco de Danĝero の譯者 

l^av.^onミ Butlerの二人が課したものでわ 

ろ。本書の筋1工Prus作Kabe名譯のしa

Faraonoさ非常に似てゐる〇そして譯苦も 

Kabeの麗筆につさめて微って譯したご苜う 

てゐる。

Faraonoほこの宏壯な規模.典鹿雄は爲 

而や完壁に近い靈妙な譯隼のお匕かげに認め 

られないけれども戀や宽法の神秘にないまぜ「 

られ適碇む史實に基いてゐら二の物語は我々 

の心をひくに足りる。

標起に示すIzrae!の月さは女主人公美し. 

いユク・ヤ娘の一名でありBiblioの出埃及記 

を中心にして埃及人に・壓迫されてゐ沢ユダヤ 

人が海も越えてシリヤに移って行った事件に 

絡んでの悲劇が本書のテーマである。

★ 500 KOMERCAJ»FRAZOJ, de Bobert Kreuz. 
12x18 cm, p・ 32, prez.1 sv. fr. eid. de 
ヽVilhelm Violet, Stuttgart 1928.

エス語が逋信交通の發達によって實際的力 

面に入って行くに當って一番必要ざされるt 

のは商業交易上での統一的なエス話の使用で 

ある。そして一而國療化しつ、から商業はす 

て・にそれを現實に要求す〇程になって來た。 

Robert Kreuz が先きに Komerca vo：turo を 

出し又新たに500 komercaj frazoj在》著し了二 

のはその事實に對てる好い例證たさいへる。 

本書は標2Aの示す通り50Jの商業文む系統的 

に配列し了:匕のでわち。日付・宛名等の書阻 

1の文句から註文の文句.狐記、略宁等に分 

れ實際的な・すく・役に立つ文句を要頤よ < 胞 

べてある。賓際的方面に於ては本書に；って 

非常な便益隹得られるであろう。

★ KIE ESTAS LA MORTINTOJ ? de J. F. Ru- 

thebord, 32x18 cm. p. 55, eid. de Esp. fiko 
de Intemacia Asocio de P ibi io-studen toj, Ba- 

den, Svisujo. 1928.
人間が死んでから何處へ行くかの閔題に對 

してその答なBiblioの中に求め一々その中 

から文句も引浚り出して説明しア:宗敎欲育書 

であち。

★ LA GRANDA LEGO, de Pctr Danov, trad 
de Dian, 12x20 cin , p. 21,No. 2 de Bib
lioteko Nova Kulturo. Bulgarujo.1923-

現在の人間社會の悲惨さ混沌さな入間の神 

への愛の不充分なる事に認かて、ひたすらに 

神丸の愛も本書は强調してゐる。•
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LA VERDA STELO
[DIALOGO INTER STUDENTOJ]

A一a K-do L・ konsilis al mi ke mi 
portu la verdan stelon sur mia 
brusto.??

B—(C Kaj vi iie samopinias kun h ? 
Mi ne vidas ĝin sur via bru

A—cc Mi estas troa komencanto, mi 
pensas, por porti ĝin. Eĉ K-do 
C・ ne portas ĝin> "

C一a Mi ĉiam studadas kaj prepa- 
gandas Es|x?ranton ; mi estas Es
perantisto tute egale ĉu mi portas 
la insignon aŭ ne.

B—" Estas tute ne atendite por mi, 
ke tia lerta Esperantisto kiel vi, 
estas tiel indifcrcnta pri nia ilisi- 
gno! ”

C—^Ĉu vere? S-roj P. kaj ヾ.ankaŭ 

ne portas, kv^ankam ili estas mal
novaj Esperantistoj. Ekstera signo 
ne koncernas min, kiel Esperant
iston. ”

A一a K-do B< multe pensas pri Ia 
verda stelo, ĉu ne ? ”

B —" kompreneble jes, nia verda 
stelo estas tre grava por Espe
rantistoj, mi kredas, speciale en la 
nuna propaganda epoko.

A—cc Mi ankoraŭ ne bone scias pri 
la verda e telo ・ (?u vi afable
klarigos al mi pri ĝi ?"

B—" Privat diras en sia ( La His
terio de la Lingヾ〇 Esperanto' ke 
'En 1893 L・ de Blaufront pro- 
ponas, ke Esperantaj libroj havu 
verdan koloron kun 就elo. Je la 
fino de 1894 estis rekomendata 
kiel sursigno por Esperantistcj

kvinpinta steloノ v

C—a Kion la verda stelo signifas ?"

B—a La verda koloro signifas c pa* 
con ? kaj la stelo c esperon \

C—" Mi interesiĝas aŭdi pri tio. ''
A—cc Cu la portado de la insigno 

c verda stelo ゝ estas afero de per・ 
sona gusto same k:el la edziga 
ringo ?"

C—"Al mi sajnas tiel. Iuj portas 
la edzigan ringon; laŭ ili, ĝi 
simboligas la sanktan ligon de* 
geedze));la rondeco de la ringo 
estas simbolo de senfineco, nome 
eterna amo, fideleco, eterna vivo 
kaj perlekteco : Iuj ne ŝatas ĝin 
kaj ne portas, kiuj vidas en ĝi 
lieuion alian ol aliformitan rest
aĵon de autikva edziga kutimo de 
primitivtij sovaĝuloj. Kelkaj por- 
tus ĝin sen ia serioza penso, sed 
nur pro tio ke li povas “ceti ĝin. 
Aliaj ne portas, ĉar ili estas- 
simple indiferentaj al ĝi. Estas- 
ja privata afero."

B—" Al mi s;屮しis ke la verda stelo• 
havas iom pli da signifo ol la 
edziga linvo.

C—a Efektive ? ”

B —a Ĉar ĝi estas sursigno de la 
internacia komunikilo, ĝi havas 
sencon de internacieco kaj socieco^ 
Tion klare montros al vi la sama 
libro. Ĝi diras ke kvankam la 

Esperantistaj rondoj komune ak
ceptis la verdan koloron kaj la 
stelon kTel simbolojn de la movado”
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en Ruslanda oni malpermesis 
porti tiun sursignon."

A—" Kiel interese! En la lando, 
en kili la Esperanta movado nun 
plej vigle iradas, la verda sursigno 
estis iam mai permesita ! " •

B—a Ĝi estas al mi samtempe nia 
standardo kaj propagandilo. Gi 
pli similas al kruceto kiun iuj 
kristanoj portas. Tio ofte fariĝas 
objekto de moko. Tamen kiuj 
« ne hontas la krucon ゝ porĝ：n 
pro amo al Kristo kaj por konfesi

sian principon.
A—“ Mi ĝojas ke mi nun havas 

klaran opinion pri la verda stelo, 
kaj ini ja propravole volas ĝin 
porti, kvankam mi estas komen
canto. ”

C—" Estas agrable pensi ke eĉ kiam 
mi silente sidas en t ramo, se ni 
portos ĝin sur la brusto； ĝi ja 
parolos. Gi ahncnaŭ altiros aten- 
ton de iiij el multaj, kies okuloj 
hazarde falos sur ĝin.ン

Jlfacue Sasaki.

ANEKDOTO
En pola vilaĝo mi vidis； ke multaj homoj iras nudpiedaj, 

kaj mi demandis unu vilaĝanon pri tio.

Ne miro------ respondis tiu vilaĝano------- Ili ja naskiĝis nud-

piedaje

課題
〔締切明年一月五日發表二1. 其日程お父さんの歸りな待遠I く思つれ 

事はありまぜんでした。2. か父さんは此 ざ月普通より二時間遲く nちのtli:時間外の仕事がめるので 

す。3. 九時になってやつざ階役にお父さんの足 

音がきこ丈ま1Ĵ:〇4. 部屋へはいって來ろざ父は:何しいはずに 

外套いがずに椅子にかけま い:。5. ミうこうすっかりか化がついたよー彼は 

母にむかっていひました あ、今月任ほ 

んこにつかれた。6. そして何をしたのお父さん 突然私は話

の仲間に加はりました。先生からいひっ 

かつ沢算術の問題も作るのにお父さんの 

話む使はうざ思って。 、

7・新しいホテルの爲に家具を作ったのた。 

註文む至急にcr： ならなかったん

だ。8. その事をもってくわしく話して下さい。 

お父さんお母さんの生活から問龜を作れ 

ざ先生がおっしゃったんです。そしてそ 

れが出來ないで•…9. そんな材晦から問迫も作る事が出來みか 

ね。お父さんはびっくりしまし7:。事が 

らは非常にかんたん记よ。，：10.ホテルの主人が家具加註文した勞働者逹 

がそれも仕上げた。明日我々の主人が总 

な受取ろそれだけの事だ-•・

自由作文募集〔締切SODtiLD • 一

意・三十五字づめ四十行以內。編輯の祁 

合で每月發表するわけには行か“いかしLれ 

ませんがなろべく發表するつもりです。飜譯 

でなく原作の小品もお送り下さい。
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DU DOKTOROJ
. . Toki-Zeamaro. Trad. de K. Mccumoto.

La refreŝigan " Rhone" mi transiris kaj serĉatingis domon de No.12 
sur la dekstra flanko de F kvieta a Boulevard du Theatre.-^ Suprenveninte 
al la tria etaĝo, rni ekrimarkis verdan tabulon de surskribo en klara kaj 
brila konturo meze de malsekeca duonlumo ; jen la oficejo de Universala 
Es per a nto-Asocio； la potenca organo kaj la centro de esperantista movado 
internacia. Tro simpla la pordo por tia dignohava ejo! Anstataŭ sonorilo, 
oni legas sur paperfolio rimarkigon : " Eniru sen frapo. " Bonvenigo por 
ĉiuj, tute egale kiu nacio, kia sekso kaj aĝo,—la internacia oficejo de mo
vado homaranisma libere estas malfermata al ĉiuj vizitantojn Jam kun 
bona impreso senhezite mi enpuŝis la pordon, malantaŭ kiu hazarde staris 
sur la koridoro iu malhelkolora viro, kiu verŝajne estis orientulo, bli 
transdonis al li mian nomkarton. Baldaŭ aperis el la dekstra ĉambro 
boni)u mora sinjoro, kiu forte ekpremis al mi la manon kaj diris :

"Bonvenon, sinjoro, bonvenon!" Kiel longe mi atendis vian alve* 
non !リ Sinsekva montris sin alia sinjoro senjaka, korpulenta kiel bierbarelo 
kun dika vontrego, kaj afable invitis min sidiĝi* lli ambaŭ sin prezentia 
laŭvice: " Mi estas Jakob." " Mi stas Kreuz.力 Ankoraŭ unu alia
sinjoro envenis, de fortika kaj dika konstruo, ĉiam ridetante. Tio ĉi estis 
D-ro Privat mem, kiun mi ja deziradis vidi. Miri nde intimeco kaj sen
ĝeneco, kvazaŭ ni estus jam delongaj amikc)j ! Kiel klare mi ilin kompre
nis ! Por diri veron, alveninte (jenevon jam kelkajn tagojn antaŭe, mi 
unue hezitis, turni min al la oficejo, ĉar unuflanke min okupis diversaj 
aferoj kaj aliflanke min fortimigis vana timo, ke mi devas stari konfuzita 
kaj fismuta, se la mondefama stilisto Privat min alparolus per tiaj belstilaj 
frazoj, kiajn li skribis en sia majstroverko "ヽ'ivo de Zamenhof.Kiel 
facile kaj klare mi tamen ilin komprenis! Vivu Esperanto! Mi vere 
ekvidis en Esperanto por la unua fojo ĝian plenan meriton.
,-/• X • • X , X . 忙・丁

"Kiel plaĉis al vi Pariza vivo? n a Kia estis via impreso pri Svisujo Vr 
a Kici statas nuntempa Japanujo ? ?? Hi triope superŝutas min de ĉirkaŭe 
per plej diversaj demandoj. Alpremita kvazaŭ al la muro, mi ekakiris al 
mi neordinaran kuraĝon, kiu certe plifaciligis al mi respondi. Vere mi 
sentis en mi plenan memfidon, kiam mi vidis ilin karesa ntaj ĉe ĉiu mia 
respondo; se t amen ili efektive havigis al nii memfidon, ili faris tion ĉi, 
kiom mi poste ekrimarkis； kiel de (levo de antaŭuloj, aŭ kici pro respon
deco de kondukantoj de la movado, aŭ kiel de t akti ko de lertaj propagan
distoj, aŭ kiel pro ami kee!〇 de internaci u loj ・ Tre povas esti, ke se inia
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unua vizito al la oficejo finiĝis per reciproka malkomprenigo, mi forlasis 
nian lingvon jam de tiu momento kiel perdita.

xxx

Jen revenas al mi dolĉa rememoro, ko mi tostis pokalon da ĉampano, 
-tute apude de la pitoreska lago " Jjenian 'こ kune kun gesinjoroj Privat. 
La japanaj ventumiloj rondaj kaj faldebhij, donacitaj de mi kiel rememoro 
al tiuj respektataj kamaradoj! ĉu la ventumiloj donove en tiu ĉi somero 
alvokis al si rcfrcsigan venton el Alpoj kaj sub si jetis verda ntan ombron ?

Cu ankaŭ ne estis mia plej valora donaco al japanaj samideanoj tio； kion

•/>

Privat

-

、总:•软总岁・

ぶ

メ

lerte enskribis en mia memorkajero la ĥaroriĉa mano de la Doktoro per 
dika plumingo^ ĉiam gaje mirante, ke la inko rapide(lissorbiĝas sur la 
papero ? Nun kiam mi tion ĉi relegas； mi kvazaŭ ckaŭdas, intermiksitan 
en la susurado de la Rhone kaj en la murmuretado de la Ideman, la me
lodion de " La Espcro ゝゝ naive prifajfitan de la doktoro, dum li enskribas 

en mia kajero・
XXX

Okaze de la ŝippromcno sur maro de Zoppoむ alparolis al mi sur la 
ferdeko iu fremda sinjorino, kiu elprenis karton el sia saketo kaj ĝin 

montris : a Ĉu vi konas ĉi tiun japanon ?n Ali komprenis ĉe la unua 
ekvido, ke ĝi estas neniu alia ol mia galutkai'to； kiun mi dissendis al ĉefaj 
samideanoj de ĉiuj alcelitaj landoj, antaŭ mia forveturo el Japanujo. Ila ! 

Ĝi venas de mi mem ! ” Kc ĉi estis Sinjorino Louise Blicher mem gajn 
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l<uj vigla cl Kopenhago, ini tuj eksciis el ŝia ])ropra buso. Si esprimis sin 
mem, ke ŝi forte esperas mian viziton al sia hejmo kaj ke mi pro(lio ne 
malsukcesu tion plenumi, se mi iam venos al la urbo.

ヾ Poste kiam mi revenis Kopenhagon post la ĉirkaŭ veturado tra la kam
paro en Banujo, ini ektrovis S-ron Hasegana jam alveninta el Parizo, ĉar 
mi j)romcsis al li antaŭe, ke mi lin akompanos en la vojaĝo tm Norvegujo 
kaj Svcdujo. La unua afero, kiun li postulis de mi estis la kunvizito al 
iu ĉiurba samideanino. Kio min agrable surprizis kaj konfuzis, estis la 
mirinda koincido, ke ŝi estis S-ino Blichcr. Armita tio malriĉe de scio 
prilingva, nii nnue ekŝanceliĝis, mi tamen sentis min ĉe mi pro la afabla 
akompano de S-ro Ilasagaŭa, kaj mi fine decidis ekiri; ĉar mi vidis en li 
bonan esperantiston, kiu certe bonaranĝos liaflanke nian interparolon.

Koncerne la sinjorinon, ŝi ĝuas sufiĉe bonan kaj senĝenan vivon, kiel 
posedantino de rajtoj rilate al "kioskoj"—butiketoj en hoteloj kaj staei- 
domoj .. . • kaj tial estas ne granda miro, ke ŝi oferas sin al nia movado 
per sia t uta energio. Tio ei mst ruas z al ni, ke nia Esperanta movado 
necesas ankaŭ la materian helpon, jam ne parolante pri la konvinkiĝo kaj 
la fervoreco pri la afero.

x x t x
Estante unu el la komitatanoj de U. E. A, ŝi afable sur s:n prenas la 

rolon de memvola gastigantino al ĉiuj fremdaj esperantistoj, kiuj iam vizitis 
l)anujon< • ;

Profitante de sia nekutima vojaĝo, ankaŭ alvenis Kopenhagon por kelk
taga restado D-ro P. Christaller, la supera ano de la Lingva Konstato, 
kaj en la lasta vespero de lia fbrvcturo al sia hejmlando, S-ino L. Bliclier 
aranĝis por li teokunvenon, ノEstis invititaj ĉirkaŭ dek gastoj, el kiuj mi 
estis unu. Oni postulis al ni japanoj skribi kelkliniojn(la impresoj sur 
memorkajero kaj ankaŭ paroli rilate al Japanujo, kaj tiamaniere ensorĉis 
nin al pli gaja atmosfero. Sed kio nin pli forte amuzis, ekkantis D-ro 
Christaller la melodion de <( Ix>rekj リ per sia voĉo plena je nuanco mal
junula. Mi ankaŭ vole nevole cedis al la sincera admonado kaj kantis 
strofon de " Aoi-no-ue ヽ komencante j)er " Urameŝl no kokoro ja ヽ kaj 
kion mi kantis bonkore klarigis en Esperanto S-ro Hasegaŭa. " Mi abso
lute ne komprenas la japanajn vortojn, per kiuj vi prikantis n, eliris D-ro 
Christallcr, " mi tamen imagis al mi sentimentalan scenon, kie plende 
ĝemas ĉarma junulino korbruligite de sopiro al sia a mato?? Mi ne miras, 
ke li ne maltrafis la enhavon de la kanto per sia penetranta sentopovo, 
<?ar mi freŝe rememoras lian personon, kiu ellaboris tiun grandan vortaron 
Germana-Esperantan. Cu vi diras, ke mi prikantis sentoplene tiel ke li 
sukcesis diveni la enhavon ? Ne, ne ! Vi tinm eerte troigus mian povoscion.

En la sekvan tn t ago, li estis rct urne forflugon ta aeroplane al sia hejm
urbo Stuttgart, kaj ni venis lin adiaŭi al la flughaveno. Ko li preferis 
aeroplanon sentime kaj trankvile kaj ke ĝeneralaj germanoj plene fidas al 
la scienco tiel ke ĝi jam montriĝis ĉe ili ĉiutaga bagatelaĵo, nii sentis en 
ini profunde kaj plezu re. (El Asali igra pli)
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「會員の聲！

匿名の投書は誌上揭就しない事な原聞

ミします。

★前號立岩氏の御意見に賛成する。殊にエス 

書が至ら處のよ店にわるやうにせんざする主 

張には人賛成でわる。唯學會發行の・諸エフ、書 

は曹及を目的さし廉價本位にて現物も世人に 

見せっけるには少し閃哉が貧弱の傾がわるが 

兎に角現物もして人に觀しろ安い場所にお＜ 

事は必要ざ思ふ。故に學會々a中の書籍商の 

方及エス語に理解あち書籍商花通じて何等か 

の方法を講すみ事が有効でめらう。

新聞慣告の爲定價の高まる憂については學 

會の意見に同感。宣傳廣告基金を擁しての宣 

傳闆告なら單に本の牘告かするより更によい 

方策がわり厲 Iなからうか。本の股告の事を 

離れてtエス運動に關するニュース諸會合の 

報らせ等も各新聞社に送り其學藝鹅にでも揭 

載して貰ふ様にする事は必變であち。斯く書 

店の店先又は每Hの新聞の樣な直接多數人に 

觸れあものによってエス運動隹なるべく多く 

の人に印象せしめ特に單なおエス語の能書で 

なく實際にエス語が實用化されてゐるさいふ 

事實を强く甲象せしめてゆくのが肝腎であら 

う〇新聞及學校（ヨしつミエス運勤の爲利用さ 

ろべきものざ思ふ〇

終りに更に一き附加したいのは學會ミ學會 

以外のエス運動に仁づさはるエフ、曾及會さか 

エス講座我行所ミかさの連絡團結も考慮する 

必要があり（工しないか。（柬京淺草 井上弘） 

★學會企劃部Xり ——新聞は利川してゐます 

が先力で仲々摇裁してくれません。新聞は讀 

者本位故esp-istoが訟斥の何分の一かな占め 

る頃までは不可能です、當部ではできるだけ 

の事はやってゐますが何分手不足で困ります 

誰か手傅:って下さる方がないかさ思ってゐま 

す。尙學會ミエス普及會（大本の）なゴミは連 

絡提携してゐます。唯すペての會に厲會その 

Lのの存在理由がお3 Iの故合一は不可能で 

す。尙個人經營のエス!｝雜誌出版所さ當會ミ 

も書籍の取次其他の連絡はめりますがそれ以 

上の聯繫は個人さ團髓芒の差める故.•困難で 

す。エス運SH數年前迄は全線却あげて同一 

戰線を張りめぐらして氣持よくす、みました 

がエス運勅の盛大にななにつれ列種類の團縊 

や營利團SSが生ずるのIやむか龙ないざ存じ 

ます。それがエス運動の盛大な證すみしので 

喜ばしい事ざ考へてゐます。共同戰線のつよ 

みもめりますが又一方別々の方面での連動I 
亦別種の効果も齋すtの故結構さ存じます。 

★1）カットが二三あつてIよい梯に思ひま 

マ。簡單な星でも。2）卷頭言.海外報道ね 

ごなるべく要領よくゴヂック字又（工大字な揷 

入して頂きア:い。Heroldo誌の如く。3）次 

冋から The iMternational Language 誌の 

abono取次がれたし。4）初等文法摘載不可。

5）新聞乃至雜誌な芒•に廣告を出すニご賛成c 

書3方一つで.相當効果わらん〉6）各國同 

志からのおししろい手紙を.月にーニ宛出し 

て任如何。（仙墨ニ高土井）

★舉會より——1）カットは內容む蠶食する 

ので評議員會で否決ゝ但し第一負は何かあっ 

てもよいざ思ひますが.御腹案あればお洩し 

を。3）は來年から取次ませう。6）會員多嫩 

の方にinteresaむletero （エのせてもよいざ 

存じます。材料わる方はお貸し下さい。なさ 

べくなら返送不要のため書きかへて御送附下 

さい。紛失さして任申譯ないかbo - 
★1）表迫等にカットむ附し或（I興味ある寫 

眞ものせ内容に滋ひも持たせたい。为 エム 

文の時事閲Si扌曷載を乞ふ。（靜购里僑） 

★編輯部より-1）カットけ前项!な。2〉 

寫眞は經貴の關係で澤山だせないのが遺憾。 

內地報道寫洙もつミ大きくしたいが二れい費 

用说鮎でだめ。

★立岩氏の御考へに賛成します。次に學會に 
て郵便切手で五錢十錢の小額の送附むうIĴŜ 

傳資金さされて"いか£。（在大連遗曆 隔』 

isto 生）

★貴會振替口座を一個增して會貝用振替口座 

ざして.その口座宛に隨時會貝からpoŜmom） 

のあつまったのや其他臨時の金も送金してお 

いて蓄積し書籍なご必要な時ハガキー本電報 

一通にて註文次第送って頂ければ好都合て・す 

が。（失名）:

★學會より一妙案ざ思ひます。

★來锌は會R名簿な發行されt-し〇せめて正 

維持貝のみにでも——U. E. A;の如く ーー〇 

（神奈川縣F生）

★器會より一來年はだせませう。正維持員 

へ观布すみも全會員に配布すな115用に於て 

大差なしです。出すのなら全會員へ配布しま 
す。 ・ ・ 「’、:「



エスペラント短期講習書
學會編輯部編慕 菊版38頁 定價20逵 送料2錢

短期講習會で一通りの文法缶おしへるに都合よ ＜、又いろんな方曲の證み物を1逋り網羅 

してわおから二の講習書一册な用ひてかなり丁寧にくわしく說明すれば、エス語の初歩から 
高等程度までの事が敎へられる樣になってゐる。ごく短期の時は讀物な》省略し文法だけも 

敎へる事ができる樣になってゐろ。

壽?爲蓄音機ディスコ
（テキストー枚添付）逹價1020^ 送料內地40踐〔內地外65经〉 

テキストを餘分に必夏む方は一枚一殘（送料十枚每に二殘）にてお頒ちする。

★『財團法人日木エスベラント學會諸規定一覽』
送料过して郵券2錢封入申込めは進呈す。

★［エスベラントの歌芒その譯」（品切に付絕版とす） 

學會取次圖書（注文は前金に限ち） 

前月取次のRudolf Mosse社のBiblioteko Tutmondaは品切。目下注文中。

★Privat: Iliatorio de Esp.

IQ 送绫
★ザ博士演説集（エス文） 0.80 4錢

亠我國におけち外國 0.60 4錢
衣諳問題ミエス語

★日本語エス小辭典（三高） 1.00 4綾

★力 N ロ （四方堂版） 0.20 2錢'

★海 の 娘 1.20 4錢

★心 の 片 隅 0.50 2錢

★詩 集 花 束 0.80 4錢

早綠の星に憧れて 1.20 8錢

夜の空の星の如く 
★（ザ博士演說集の和譯） 0.80 6踐

★新 蹩 王（エス文） 0.30 2錢

★惡 夢（〃） 0.20 2殘

★模範エス會話 1.20 4錢

★La Evangelio de la Iloro (de Paul
Berthelot）社會湮動方面の讀物〈小册

子） 一册8錢（送料8册迄2錢）

★愛の人ザメンホフ LOO 4錢

★殳・亍矣會話さ辭書 1.00 6錢

一大成和エス新辭典 
布 氏 編）

4.80 18錢

★ Vivo de Zamenhof 1.80 6 ¢5

(Voi.II)
M

2.90
送料

6錢
★Ariŝima: Deklaracio 1.60 4錢

★ Aspazio. 0.85 8錢
^fMakbeto 0.85 8錢
★Nigra Galerio 0.75 4錢

★La Revizoro 0.90 4錢
★La Rabistoj 0.90 4踐
★ Fundamenta Krestomatio 1.45 8錢

★Lingvaj Respondoj 0.65 4錢
★ Hamleto 0.85 4錢
★El la Camera Obscura 0.80 4綫
★Lumo de Izurael 2.50
★Intemacia Kantaro (音譜付)l・50 4錢
★ Prozo Ridetanta 1.25 6殘
★Proverbaro Esperanta 0.75 4錢
★Marta 1.50 6錢

★Lando de F Fantazio 2.65 8錢
★Jozefo kaj la edzino de Potifar 2.65 8踐
★Elektitaj Noveloj 0.80

（ツルゲオ、フ選集）
★Nuntempaj Rakontaj 0.80 4踐

（スタマトフ）
★Tri Noveloj （プーシキン） 0.80 4錢

★La Konscienco Riproĉas 0.65
（ストリンドベル匕）

★Rememoroj de Esp-isto 0.40 2錢
（多數わり。・講習會用好適） 

★El la intima libro de la 0.30Verd-urbaj Esperantistoj

峯臭日本エスペラント學會
柬京11325器



學會から新に出版するもの

日本エスペラント學除編輯部編纂

蠶エスペラント講座
（全一册.）價五十錢・送料六錢 

菊版百餘頁六號活字密組（十二月三日發賣）

從來發賣の『エス乂ラソト初等講座』を前篇さしそれに配するに昨年レゲオ誌上に連 

載して好評な龙讥諾藹座も中等文法篇ざして本書の中篇ざし詩や小說や手紙會話等の 

エス文を對譯講義したものを後篇ミ17:ものでめる。

であみから本!-講座」一册か證了せらるればローマ字さへ知らぬ人でし文字の書き方 

か2始めてエス文法に通達しおらゆる方面の證み物か讀むこざ、むちから本「請座」一 

册を證了さるれば世界に濶歩して恥しからぬエスベランチストミなみ事ができろ。お 

知りあひの方々に;^すゝめ下さい。

本書は菊版百餘頁ですが六號活字で本誌で同一傩裁に組んである故瞽通の大さの活 

字で組んだ講義錄にすれば優に三百餘頁の犬册になります。それにて如何に內容曹富 

なものかお判りになるミ思ふ。

日本エスペラント學會編輯部監修 城戸崎益敏編

エスベラント單語カルト
（ハ百枚画入）

單語の本書の意義も記憶しその用法をのみこむ事任語學學習上の最大要決でめる〇而 

して本單語カード任常にその目的な達せしめんがため數ヶ月の日子を費して完成され 

たものである。 ・

】・日常基本語中第一輯さして動詞形容詞等ハ百語を丸らびその語より誘導さあb 

合成語をか、げ。

2. 尙それらの基本單語及誘導語も使用した文例約三千をザメンホフ•カーベ其他 

の大家の作品中より求めた。

3. 故に單に單語の和譯を記憶すなのみでなく進んでその語の使用ぶりん知る爭が 

できるから初學者任勿論相當學力ある方々の作文辭典の役をもつさめみもので 

ある。

本年內に完成發賣の豫定で目下植字中。眛細は來月號に。價任1圓50錢位の豫定。

歡日本エスベラント學會 振替口座 
東京11325番



OOI

皺日本エスペラント學會新正維持員芳名

（第二回分——十一月廿日現在）

林彦一 

坂 田光一 

橫手貞紀 

中山口吉 

久米幸夫 

黑木浩 

鈴木秀四郎 

高畠日出阻 

西潟武三郞 

鹽田正吉 

三输義明 

橋本安治 

二神朕敬 

竹下かな江 

兴戶武志 

中倉子 

近藤正義 

福原英藏 

山本佐三 

伊藤巳酉三 

波多野正信

武藤於菟 

森泉猛 

山根遥ー 

厨 淸 

三谷値吉 

J!本旨多治 

荒木熊雄 

由利皆吉 

手朿五郞 

重松逹一郞 

辻本進 

大場格 

箕輪靈胤 

川村六郎 

東宮エルザ 

中山元雄 

山本悌三 

梅地潔 

高潮正榮 

柴山度 

新賛助維持員 戶川政治

大脇義男 

片山% 

黑木恂三 

春日井善一 

谷垣琢磨 

井上祥太郞 

麻生介 

丹羽勇平 

戶田實 

立石隆 

石井和三郞 

池田益次郞 

大屋安雄 

中川勝ハ 

吉田響鳴 

河田三治 

丘淺次郞 

多羅尾ー郞 

後藤袋次 

能仁充平 

北IU彌次郞 

高松二郞 

甲斐勝美 

坂口豐治 

岩下守四郞 

北原二郞 

木全多見 

堀內恭二 

上田良之助 

村上知行 

望月馨 

神保格 

國府田麗 

谷口幾也 

乾喜代八 

喜多好之助 

高野槳 

田上政敬 

中村久雄 

中村秀次 

植木英三 

泉行藏 

江熊哲翁 

岡崎俊雄 

東宮わき子 

宗像勝太郎 

中濱明 

秋武六一郞 

荒卷正夫 

名兒耶馨 

加藤正美 

玉水俊寬 

镣田末吉 

土井英一 

大澤慶三 

安藤利之 

山本康一 

根本六郞 

吉井健雄 

山田傅 

田江時次郎 

小四保夫 

山縣恒次 

佐久間保于 

古川治平 

永井堅太郞 

三浦威徳 

山田岚元 

西原武宣 

朝見小三郞 

江上武夫 

桂七郞 

橫田全治 

成田逛郞 

袴田俊雄 

戸山敏忠 

森田英一 

椎名順二 

本山盛太郞 

小津恒郞

Eugen Wuster ENCIKLOPEDIA VORTARO
來年早々第四卷發行洗嚇

購讀希望の方にド記へ（見本進呈） 

東京市外11盟町上目黑烏森一七六〇 

古澤末治郞

旣卷第一.二・三卷殘部が數部めります。 

取揃之抑註文下さい。（旣刊の分、分册入用 

の方（よ先一應御照會下さい）

右辭書旣豫約者、旣刊分購入濟 

の方々に謹吿
昨年 REVUO ORIENTA第九戲に廣告 

致しまし化榛に右の辭書は東宮豐建死後私共 

が引繼ぎお取次すみ事に致しました。最近出 

版社から第四卷を來年早々發行すち由通知が 

ありましたから謹告致します。旣に像約下蛙 

いまIた方々には第四卷入手次弟御送附致し 

ます。旣刊分な分册御求め下さいました方々 

も引緻き御求め下さいます樣お願致します。

神奈縣鎌倉町材木座二六六

東宮貴子

東京市外目黑町上目黑一七六〇

古澤末治郞
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國字改良問題に心ある人々の一讀を望む

・月チ!] ・四六佑判ゲラフ體

RĜMAZI NO NIPPON
GB五Ŝ!・一年分五拾錢） 

◊35李カナ閥一國字國话問題・ローマ 

字瞽及の槪況・ローマ字講座其他 

◊ロ■マ字庶一感您•閱董•コント• 

時•歌•童謠・直話等興昧常に新鮮 

・純ローマ字書を月刊耀誌

RĜMAZI SEKAI
CBJ 二十 • 一年分二圖）

自然科學•文萬•美術・演劇及び國字國語問題の研究

發行所熔贸日本のローマ字社 東京市本鄕區舸込曙町二四呑地 
振售東京21504 ・電話小石川701



舉 三日本エスペラント學會發行圖書其他
エスペラント捷徑!*^11喝

エスペラント初等講座Bi!翔
新撰エス和辭典iki 0752

エスペラン ト講習用書 文法敎科書さ證 
本さなかれしち

5

2

3

スペラン ト短期講習書 犬きな活字で耍 
領よく編ttir：

スペラ

スペラ

エスペラ

エスペラン

ント讀本

卜中等讀本

音研究

挿31入程度低く 
小中學生にも適

卜文法 芒小辭典
卜やさしい讀み物

マテオ・ファルコネ（評詳註叢書）

エス語發音上の 
粧問な氷解す

肓人用拓習書兼 
字引

笑括22篇な對譯 
詳註し興味橫溢 

「カルメン」の作 
者メ弓メの名轉 
な對那詳註す

叫｝

骨の舞跳（n^rs） 〇42）

倫 敦 塔径目皎臂） 5

2〇

ェ

ェ

ェ

ェ

蠶

スペ ラ

卜發
髀魅耗物

★エスベラント宜溥の［菜］（講習會頤布用）

離代,百枚以下無料（但送料卅枚每に4$）百枚以上百枚每に實我送料共65ミにて 

進呈! ★エスベラント宜傳の【チラシビラ】（街上展輩會等で配祁すべきもの）

I三百枚以下無料（但送料百枚每に2錢）三百枚以上は百枚每實我送料共iota

★日本咏杲風俗エノ、ガキ（四枚一組三色刷價廿徑送料二錢）（エス文説明付）

★綠星章［号縈養:規製2哼錠器用特製）春二闊鳴常鶴舞
Iカフスポタン 一揃（箱入） 一曲二十侶!送料六〇!

★綠星旗圖（麟黜半紙大原紙兩両綠色刷左角四分の一は白地に綠の星. 
磯四分のニは綠の地にエスペクシトミ白く拔孑たるもの

新小川町3の14 法人 日本エスベラント學會



•我國におけるエスペラント普及・硏究•實用の中心機關 

毀日本エスペラント學會 
【柬京市牛込區斷小川町三の十四】【振替口座東京U32SS]

・すべての連動は大衆の協力I二俟Mぱなら小今やエスペ?ン片叱譬動皆代聲 

镒力も必製ミ¥あ時だ。各地同志の大同團結が必要だ。個々人の叫ひは個々人の叫び2す 

ざ认。大衆の叫びは輿論の喚弩。窘士驴カミ緒愆％,"・ゝ 
・エスペラントを愛ĝるものは誰しも御入會卜さい〇 （ ff Lし」丫）、規L維持員j上ふ） 

エスペラントの普及•研究・貢用

エスベラントに關すも各種の研究調査及其發表 -
雜誌及圖書の刊行誓• ^ 負,

講演會・講習會の開催及後援
其他本會のa的な達成すちに必曼ミ餾むみ事策

曾通維持貝坪額2叩4〇0» （b）正維持R年額3囿
我助維持員年額5 ISI • （d）特別維持貝祜額IOBI以上 

終身維持員一時金100IB
住所■職業、性名（振カナ付）を明記し會寶-年分む支擁へはよい。 

（振替送金最も安全）
1. 每月研究雜誌"La Revuo Orientaの配布卜う＜

出版圖會の割引むうくもニさカり

語學上の質趾其他一般の冏合の返事もうく

宜傳の「渠」その他宜溥材料を無料でうくるこざも得
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